AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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出典：
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AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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AWSでアプリケーションを
ネイティブかつ簡単に
起動、実行、拡張

エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、
ネットアップの幅広いデータ サービスを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。

課題
あらゆる業界の企業が、WindowsとLinuxのワークロード
に対応する共通のファイル共有をクラウドで提供することを
目指しています。一部のパブリック クラウドは一般的なファ
イルサービスをサポートできますが、サイロ化されており、
複雑で時間がかかり、リスクが高い傾向にあります。

従来のベンダーは「クラウド」を後付け機能として提供し
ており、基本的な機能が省かれていることがよくあります。
さらに悪いことに、従来のベンダーが提供するクラウドに
は法外なコストがかかる場合があり、拡張とプロビジョニ
ングが難しく、アプリケーションと適切に統合できないこと
もあります。クラウドの流れに乗り遅れないでください。

チャンス
数多くのデータセンターで信頼を獲得しているNetApp®
ONTAP®は、強力なストレージとデータ管理機能を提供
し、クラウドと同じような一貫性のあるエクスペリエンス
をオンプレミスでも実現します。Amazon FSx for NetApp
ONTAPは、ONTAPの全機能をネイティブなAWSマネージ
ド サービスに集約するため、プライマリ ワークロードを簡
単に強化し、最先端のアプリケーションを迅速に構築する
ことができます。

WindowsとLinuxワークロードのブロック ストレージとファ
イル ストレージを完全にサポートします。こうしたマルチプ
ロトコル機能がフルマネージド サービスとして提供される
のは初めてのことで、すべてネットアップの包括的なポート
フォリオに統合されています。

データセンターで得られるパフォーマンス、制御、信頼性は、
今やAWSによって販売、管理、サポートされるようになり
ました。

企業のデータ主導型移行の未来

74%

60%

企業のオンプレミス
データセンターに残る
アプリケーションのうち、
（平均で）74%がクラウドへの
移行対象であると考えられる1

企業の60%が
デジタル イニシアチブを
遂行できる規模に達していない2

55%
クラウドの優先課題として、
55%が「ソフトウェアライセンスの
コスト面の影響を把握すること」
を挙げている3

Amazon FSx for NetApp ONTAPがAWSとネットアップを最大限に活用する
5つの方法
業界をリードする両社の長所を取り入れる

Amazon FSx for NetApp ONTAPはAWSのサービスとして提供され、ONTAPの業界をリードするブロックおよ
びファイル ストレージ（Gartner、IDC）を拡張し、NFS、SMB、iSCSIに対応します。LinuxとWindowsワークロー
ドをハイブリッド クラウドやネイティブAWSクラウドに拡張し、移行と切り替えをすることがかつてないほど簡単
になりました。可能な限り最適な移行を計画する際には、NetApp Cloud Insightsが役立ちます。

ユーザの希望に合わせて機能を導入する

AWSマネジメント コンソールとNetApp Cloud Managerの機能を組み合わせて、データをセットアップ、管理、
監視します。これは、AWSとネットアップ両社のAPIをサポートする唯一のクラウド サービスです。そのため、
Snapshot™コピー、FlexCache、FlexCloneといったNetApp ONTAP機能を使用して構成し、CloudWatch、
Amazon EKS、ROSAなどのお気に入りのAWSサービスを統合することができます。

AWSの1ミリ秒未満の応答時間を実現

1ミリ秒未満の応答時間、数GB/秒のスループット、インスタンスあたり10万以上のIOPSにより、より多くのミッ
ションクリティカルなアプリケーションをAWSに移行します。FlexCacheとNetApp Global File Cacheのキャッ
シュ機能を連動させて大規模ファイルをローカル ファイルのように扱うことで、オンプレミスのワークロードを
AWSに簡単にバーストできます。他社製品からのデータ移行については、面倒な手順を踏まなくてもNetApp
Cloud Syncが解決します。

価格とパフォーマンスを最適化

データ重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング機能など、ONTAPのコスト効率に優れた
Storage Efficiency機能を利用できます。NetApp Cloud Tieringを使用することで、データを適切な階層に適
切なタイミングで配置して、ストレージ プールを効率的に管理できます。Spot Oceanを使用することで、コン
ピューティング リソースをプロアクティブに拡張して最大限に活用し、コストを最大90%削減できます。

中断のないデータ保護

データ損失、ランサムウェア、データ破損が発生した場合、パフォーマンスへの影響ゼロのNetApp Snapshot
コピーを使用してデータを瞬時にリストアできます。SnapMirrorの自動レプリケーションにより、ファイルシス
テムを使用できなくなる事態を防ぎます。AWS Backup（NetApp Cloud Backupを搭載）を追加することで、
シンプルでコスト効率に優れたバックアップ サービスが実現します。差分のみのブロックベース バックアップ機
能に対応した、大規模なNASデータセット向けの最適なソリューションです。

AWSを最大限に活用

エンタープライズクラスのデータ管理ニーズにAmazon FSx for NetApp ONTAPが対応します。

エンタープライズクラスのファイルサービスにAWSを導入

Amazon FSx for NetApp ONTAPは、ミッションクリティカルなワークロードのアプリケーション移行、バースト、バックアップ、
リカバリを容易に実現します。AWSに期待される即応性と拡張性を確保したら、次は、組み込まれたネットアップの包括的なデー
タ サービス ポートフォリオを利用して、エンタープライズ グレードからエンタープライズ グレートへ拡張することができます。常
に使用可能なデータにいつでもアクセスして、簡単に利用できます。これは通常のAWSでは経験できないことです。ONTAP向
けFSxを導入することで、どのような状況でも適切にデータを利用できるようになります。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP
では、NetApp ONTAP APIと、
SnapMirrorやSnapVaultなどの
機能が完全にサポートされている
ので、ネットアップのお客様は
オンプレミスからAWSクラウドに
データをシームレス複製できます」
Tom DeCoster氏
CDW ハイブリッド インフラ担当バイス プレジデント

競争力を強化

より多くの選択肢とオプションを提供する、優れたパブリック クラウドであるAWSは、お客様向けのオプションに関

して、他のパブリック クラウドよりも非常に高い評価を得ています。低レイテンシ、低コスト、最小限のデータ リスク、
合理的な管理機能、ベンチマークテスト済みのパフォーマンスを提供します。

ONTAPのすべての機能を搭載
•

オンプレミスのONTAP環境からAWSへの移行と切り替えをわずか数クリックで簡単に実行できます。

•

Cloud Managerを使用することで、オンプレミスからクラウドまでのストレージ管理を単一コンソールのイ
ンターフェイスから簡単に実行し、不要な複雑さを排除できます。

•

規模、時間、レイテンシを最適化することで、AWS上にエンタープライズ クラウドを拡張します。手間のか
かるリファクタリングやコード変更は必要ありません。

AWSに組み込み、ONTAPを基盤とし、AWSから販売
•

オンプレミスで期待されるONTAP機能、API、ハイパフォーマンスをAWSでも同様に利用できるため、即
応性、拡張性、信頼性に優れたアプリケーション実行が可能です。

•

Global File CacheとFlexCacheを使用することで、オンプレミスとクラウドの間でファイルを共有すると
きに、読み取りと書き込みをシームレスに実行できます。

•

99.995%の可用性とデータ保持性を備えた常時稼働の生産性を実現します。

分析を活用したリアルタイムのデータ保護
•
•

Cloud Insightsを使用してインフラを完全に可視化し、監視と分析を行うことで、平均問題解決時間
（MTTR）を最大90%短縮します。

•

Spot Oceanを使用して、コンピューティング リソースを拡張することでコンテナにかかるインフラ コストを
最適化し、コストを最大90%削減します。
煩わしいサーバ管理なしでクラウド インフラを実行でき、Spot Elastigroupがワークロード要件をプロビ
ジョニング、拡張、適切にサイジングします。

複雑性の軽減と生産性の向上
•
•
•

AWSが管理するフル機能搭載のONTAPファイルサービスからアプリケーションを起動して実行する際、管
理者や開発者は数クリックで自動化と最適化を実行できます。
本番環境がミラーリングされたクラウドベースのファイルサービスに動的にアクセスできます。

書き込み可能なボリュームのクローンを作成することで、プロジェクトでインフラをプロビジョニングする
フェーズを短縮できます。

「Amazon FSx for
NetApp ONTAPにより、
ONTAPのパワーをAWSに
簡単に拡張できます。チームは
オンプレミスで愛用してきた
NAS機能をAWSでも容易に
利用することが可能です」
Wayne Duso氏
AWS ファイル、エッジ、
データ サービス担当バイス プレジデント

AWSエクスペリエンスをエンタープライズ グレードから
エンタープライズ グレートに拡張

AWSと組み合わせることで、クラウド内でアプリケーションをより効率的に起動して実行することができます。この

AWSサービスにより、すでにプロセスに組み込まれているONTAPの機能を手放すことなく、AWSの即応性、拡張性、
セキュリティ、シンプルさを活用できます。

ネットアップの包括的なクラウド データ サービスを利用してONTAP向けFSxのメリットを拡張し、ファイル スト

レージの域を超えてデータを活用できます。期待する効率性と必要なデータ サービスをすべて1つのONTAPプラッ

トフォームで実現します。これこそ、「エンタープライズ グレート」が真に意味するものです。

オンプレミスの標準を維持しながら、AWSへ簡単に移行

データ主体の移行、パフォーマンス ワークロード、ペタバイト規模のデータセット、データ保護の機能を備えたAmazon
FSx for NetApp ONTAPは、ネットワーク ファイル共有、クラウドベースのバックアップとDR、プライマリ アプリケーション、
クラウドネイティブのアプリケーション、開発とテスト サイクルの短縮などに利用できます。

多様なファイル共有

ユーザ共有、部門内共有、ホーム ディレクトリ

ホーム ディレクトリとプロジェクト共有には、大多数のユーザに対応できる信頼性と拡張性に優れたデータ ア
クセスが必要です。ONTAP向けFSxは一般的なすべてのクライアント オペレーティング システムと互換性があ
り、NetApp FlexCacheやGlobal File Cacheと統合することで、オンプレミスから低レイテンシでアクセスでき
ます。幅広いグローバル インフラと多彩なAWSサービスの統合を利用できます。

データ保護と複製

オンプレミスとリージョン間のバックアップ、アーカイブ、ディザスタ リカバリ

オンプレミスでのバックアップや長期的なデータ保持の管理は、複雑で時間やコストがかかる場合があります。
ONTAP向けFSxは規制やデータ保持、ディザスタ リカバリの要件に対応し、一元化されたポリシーベースの
Snapshot、SnapVault、SnapMirrorを提供することで、オンプレミスのワークロードをAWSのリージョンに簡
単にバックアップ、アーカイブ、複製できます。

ITアプリケーションとデータベース

SAP、Oracle DB / RAC、SQL Server、CRM、ERP、VMware

ONTAP向けFSxはハイパフォーマンスで低レイテンシの共有ストレージを提供します。特に厳しいエンタープラ
イズ アプリケーションの運用要件を満たし、Oracle RAC、Microsoft SQL Serverといった高可用性データベー
ス ワークロードや仮想インフラをサポートします。

基幹業務アプリケーション

EDA、M&Eポストプロダクション、金融サービス、ヘルスケア&ライフ サイエンス

メディアやエンターテイメント、金融サービス、ヘルスケアとライフ サイエンスといった幅広い業界が、レイテ
ンシの影響を受けやすいWindowsやLinuxアプリケーションで共有できる高速ストレージを活用しています。複
雑なワークフローに対応するマルチプロトコル サポートと、オンプレミス データをAWSにバーストできる柔軟性
を獲得できます。

アプリケーションを迅速に構築

クラウドネイティブ アプリケーションを実行、マイクロサービスやコンテナ管理を完全にサポート

数分で自動化でき、コードとして提供されるインフラと、柔軟なコンピュート バースティング、ONTAP向けFSx
ストレージを組み合わせることで、ボタンを数回クリックするだけで構成やリソースを作成、クローニング、複
製できます。かつてないほど迅速かつ簡単に新しいアプリケーションを開発、テストできるようになりました。

エンタープライズ クラウドのための卓越したソリューション

クラウドへの拡張、アプリケーションの移行、管理オーバーヘッドの解消を簡単に実行し、ネットアップの幅広いデータ サービ
スを活用して負担を軽減しましょう。すべてAWSでネイティブに実現できます。
簡易化：Cloud Data SenseでGDPRやその他の監査要件とコンプライアンス要件を満たします。NetApp Cloud Secure
を使用して、ランサムウェアやその他の外部からの脅威を阻止します。クラウドネイティブなONTAP向けFSxは、AWS
マネジメント コンソールやNetApp Cloud ManagerからAWSとネットアップの両方のAPIをサポートします。

効率化：ハイブリッド クラウド データをCloud Managerから制御し、サイロ化した複数のストレージ システムを単一
コンソールに集約します。クラウドに期待される「これまでとは桁違いのスピード」を、一切の管理オーバーヘッド
なしで実現します。重要な指標にアクセスすることでトラブルシューティングの時間を大幅に短縮し、パフォーマンス
ニーズを予測し、インフラ コストの管理を回復します。

保護：SnapMirrorと、Cloud Syncによる自動データ同期を使用して、オンプレミスとクラウド データのディザスタ リ
カバリを実現します。パフォーマンスへの影響ゼロのSnapshotコピーを使用して、バックアップ時間を短縮し、デー
タを瞬時にリストアします。組み込みの自動化機能を利用してAWSアベイラビリティ ゾーン（AZ）間でコピーを複製
し、コスト効率に優れた差分のみのブロックベース バックアップで制御します。
統合：Global File Cacheによって何十、何百という分散ファイルサーバを単一のAWSに統合し、設置面積を最大
70%削減します。データ サイロに頭を悩まされることはありません。Linux、Windows、iSCSIのインスタンスに対
応するマルチプロトコル サポートにより、効率的な統合を実現します。

最適化：リソースを拡張します。マルチプロトコル サポート、ハイブリッド キャッシュ、バースト機能によってアプリケー
ションをより早く構築できます。Spot by NetAppを使用してストレージとコンピューティング リソースを継続的に最適
化し、コストを最大90%削減します。

ライセンス モデル
Amazon FSx for NetApp ONTAPでは、不要なリソースに対する支払いは発生しません。リソース使用量に応じた料金を支払
うだけで、最小契約やライセンス コスト、前払い金などは不要です。Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムは秒
単位で課金され、別途ライセンスされたネットアップ ポートフォリオ サービスが有効な場合は月単位で請求されます。

関連資料
Amazon FSx for NetApp ONTAP
のソリューション ページ

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス概要

AWSクラウドスペシャリストによる
アセスメントの予約

Amazon FSx for NetApp ONTAP
サービス料金

Amazon FSx for NetApp ONTAP
導入ガイド

Amazon FSx for NetApp ONTAPに
関するFAQ

ネットアップについて

ジェネラリストが多い世界で、ネットアップはスペシャリストとしての存在感を示しています。お客様がデータを最大限に活用できるようにする
ことを1つの目標として、支援に全力を注いでいます。ネットアップは、信頼できるエンタープライズクラスのデータ サービスをクラウドにもた
らし、またクラウドのシンプルな柔軟性をデータセンターにもたらします。業界をリードするネットアップのソリューションは、さまざまなお客
様の環境や業界最大手のパブリック クラウドに対応します。
クラウド主導のData-Centricなソフトウェア企業であるネットアップは、お客様に最適なデータ ファブリックの構築をサポートし、クラウド対
応をシンプルに実現し、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザにいつでも、どこからでもセキュアに提供できる唯一の
ベンダーです。
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