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Amazon FSx for NetApp ONTAP とは
何ですか?

Amazon FSx for NetApp ONTAP は、NetApp の人気のある ONTAP ファイルシステム上に構築された、
信頼性が高く、スケーラブルで、パフォーマンスが高く、機能が豊富なファイルストレージを提供するフ
ルマネージドサービスです。FSx for ONTAP は、NetApp ファイルシステムの使い慣れた機能、パフォー
マンス、機能、および API オペレーションと、フルマネージド AWS のサービス の俊敏性、スケーラビリ
ティ、およびシンプルさを兼ね備えています。

Amazon FSx for NetApp ONTAP は、AWS またはオンプレミスで実行されている 
Linux、Windows、macOS コンピューティングインスタンスから幅広くアクセスできる、多機能で高速か
つ柔軟な共有ファイルストレージを提供します。FSx for ONTAP は、ミリ秒未満のレイテンシーを備えた
高性能なソリッドステートドライブ (SSD) ストレージを提供します。FSx for ONTAP では、ごく一部の
データに対して SSD ストレージの費用を支払う一方で、ワークロードに対して SSD レベルのパフォーマ
ンスを実現することができます。

ボタンをクリックするだけでファイルのスナップショット、クローン作成、およびレプリケーションが
できるため、FSx for ONTAP を使用したデータの管理が簡単になります。さらに FSx for ONTAP では、
データを低コストで伸縮性のあるストレージに自動的に階層化することで、容量のプロビジョニングや管
理の必要性を軽減します。

FSx for ONTAP は、フルマネージド型バックアップとリージョン間の災害対策サポートを備えた高可用性
で耐久性のあるストレージも提供します。データの保護と保護を容易にするために、FSx for ONTAP は一
般的なデータセキュリティおよびウイルス対策アプリケーションをサポートしています。

NetApp ONTAP をオンプレミスで使用しているお客様にとって、FSx for ONTAP は、アプリケーション
のコードやデータ管理方法を変更することなく、ファイルベースのアプリケーションをオンプレミスから 
AWS に移行、バックアップ、またはバーストするための理想的なソリューションです。

フルマネージドサービスとして、Amazon FSx for NetApp ONTAP は、クラウドでの信頼性、パフォーマ
ンス、安全な共有ファイルストレージを簡単に起動およびスケーリングできます。FSx for ONTAP では、
次のことを心配する必要がなくなります。

• ファイルサーバとストレージボリュームの設定とプロビジョニング
• データのレプリケーション
• ファイルサーバソフトウェアのインストールとパッチ適用
• ハードウェア障害の検出と対処
• フェイルオーバーとフェイルバックの管理
• バックアップの手動による実行

FSx for ONTAP は、AWS Identity and Access Management (IAM)、Amazon WorkSpaces、AWS Key 
Management Service (AWS KMS)、AWS CloudTrail などの他の AWS サービスとの豊富な統合も提供しま
す。

トピック
• FSx for ONTAP の特徴 (p. 2)
• セキュリティとデータ保護 (p. 2)
• FSx for ONTAP の料金 (p. 3)
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FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド
FSx for ONTAP の特徴

• FSx for ONTAP フォーラム (p. 3)
• Amazon FSx を初めてご使用のユーザーですか？ (p. 3)

FSx for ONTAP の特徴
FSx for ONTAP では、次を備えたフルマネージド型のファイルストレージソリューションが得られます。

• 1 つの名前空間でのペタバイトスケーリングのデータセットのサポート
• ファイルシステムあたりのスループットの数ギガバイト / 秒 (Gbps)
• ネットワークファイルシステム (NFS)、サーバーメッセージブロック (SMB)、インターネットスモール

コンピュータシステムインターフェイス (iSCSI) プロトコルを使用したデータへのマルチプロトコルア
クセス

• 可用性が高く耐久性に優れた、マルチ AZ およびシングル AZ デプロイのオプション
• アクセスパターンに応じて、アクセス頻度の低いデータをより低コストのストレージ階層に自動的に移

行し、ストレージコストを削減する自動データ階層化機能
• データ圧縮、重複排除、圧縮によるストレージ消費の削減
• NetApp の SnapMirror レプリケーション機能のサポート
• NetApp のオンプレミスキャッシングソリューションのサポート: NetApp グローバルファイルキャッ

シュおよび FlexCache
• ネイティブ AWS または、NetApp ツールと API オペレーションを使用したアクセスと管理のサポート

• AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、および SDK
• NetApp ONTAP CLI、REST API、および BlueXP

• 次のデータ保護およびセキュリティ機能のサポート。
• AWS KMS keys を使用した保存中のファイルシステムデータとバックアップの暗号化
• SMB Kerberos セッションキーを使用した転送中のデータの暗号化
• オンデマンドのアンチウイルススキャン
• Microsoft アクティブディレクトリを使用した認証と認可
• ファイルアクセスの監査

セキュリティとデータ保護
Amazon FSx は、ユーザーのデータが確実に保護されるよう、複数のレベルのセキュリティとコンプライ
アンスを提供します。AWS Key Management Service (AWS KMS) で管理するキーを使用して、ファイル
システムとバックアップに保管中のデータを自動的に暗号化します。Kerberos for NFS および SMB クラ
イアントを使用して、転送中のデータを暗号化することもできます。

Amazon FSx は、次のスタンダードに準拠していると評価されています。

• 国際標準化機構 (ISO)
• ペイメントカード業界データセキュリティ基準 (PCI DSS、Payment Card Industry Data Security 

Standard)
• システムおよび組織管理 (SOC) 認定
• 1996 年の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA、The Health Insurance Portability and 

Accountability Act of 1996)

詳細については、「Amazon FSx for NetApp ONTAP におけるデータ保護 (p. 158)」を参照してくださ
い。
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Amazon FSx では、次のレベルのアクセスコントロールも提供します。

• Amazon FSx は、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) セキュリティグループを使用して、ファ
イルシステムレベルでアクセスコントロールを提供します。

• Amazon FSx は、AWS Identity and Access Management (IAM) アクセスポリシーを使用して、API レベ
ルでアクセスコントロールを提供します。

• ファイルおよびフォルダーレベルでアクセスコントロールを提供するために、Amazon FSx は、Unix 
アクセス許可、NFS アクセスコントロールリスト (ACL)、および NTFS ACL をサポートしていま
す。Amazon FSx をアクティブディレクトリ (AD) に参加すると、ファイルシステムにアクセスするユー
ザーは、アクティブディレクトリ認証情報を使用して認証できます。

Amazon FSx リソースでユーザーが実行したアクションを確認できるように、Amazon FSx はAWS 
CloudTrail と統合して、Amazon FSx API コールをモニタリングおよびログに記録します。詳細について
は、「AWS CloudTrail での FSx for ONTAP API コールのロギング (p. 224)」を参照してください。

さらに、Amazon FSx は、高い耐久性ファイルシステムバックアップでデータを保護します。Amazon 
FSx は毎日自動バックアップを実行し、いつでも追加のバックアップを取ることができます。詳細につい
ては、「データの保護 (p. 87)」を参照してください。

FSx for ONTAP の料金
ファイルシステムについては、次のカテゴリに基づいて請求されます。

• SSD ストレージ容量 (ギガバイト / 月、または GB / 月あたり)
• 3 IOPS / GB 以上にプロビジョニングした SSD IOPS (IOPS / 月あたり)
• スループット容量 (メガバイト / 秒 [MBps] / 月 あたり)
• 容量プールのストレージ消費量 (GB / 月あたり)
• 容量プールリクエスト (読み取りと書き込みあたり)
• バックアップストレージの消費量 (GB / 月あたり)

サービスに関連する料金の詳細については、「Amazon FSx for NetApp ONTAP の料金」を参照してくだ
さい。

FSx for ONTAP フォーラム
Amazon FSxの使用中に問題が発生した場合は、FSx for ONTAP ディスカッションフォーラムを使用して
回答を得てください。

Amazon FSx を初めてご使用のユーザーですか？
Amazon FSx を初めて使用する場合は、以下のセクションを順に読むことをお勧めします。

1. AWS を初めて使用する場合は AWS アカウント をセットアップするための「FSx for ONTAP の設
定 (p. 8)」を参照してください。

2. 最初の Amazon FSx ファイルシステムを作成する準備ができたら、Amazon FSx for NetApp ONTAP の
開始方法 (p. 10) の手順に従います。

3. パフォーマンスの詳細については、「Amazon FSx for NetApp ONTAP のパフォーマンス (p. 107)」を
参照してください。
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4. Amazon FSx セキュリティの詳細については、「Amazon FSx for NetApp ONTAP のセキュリ
ティ (p. 158)」を参照してください。

5. Amazon FSx API の詳細については、「Amazon FSx API リファレンス」を参照してください。
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ファイルシステム

Amazon FSx for NetApp ONTAP の使
用

このトピックでは、Amazon FSx for NetApp ONTAP の主な機能と動作方法と重要な実装の詳細が含まれ
ているセクションへのリンクを紹介します。

トピック
• FSx for ONTAP ファイルシステム (p. 5)
• ストレージ仮想マシン (p. 5)
• ボリューム (p. 5)
• ストレージ階層 (p. 6)
• ストレージ効率 (p. 6)
• NetApp ONTAP ファイルシステムの Amazon FSx に保存されているデータへのアクセス (p. 6)
• FSx for ONTAP リソースの管理 (p. 6)

FSx for ONTAP ファイルシステム
ファイルシステムは、ONTAP リソースのプライマリ FSx で、オンプレミス NetApp ONTAP クラスター
に類似しています。ファイルシステムの SSD ストレージ容量とスループットキャパシティを指定して、
ファイルシステムを作成する Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC) を選択します。詳細については、
「FSx for ONTAP ファイルシステムの管理 (p. 113)」を参照してください。

ストレージ仮想マシン
ストレージ仮想マシン (SVM) は、データを管理およびアクセスするための独自の管理およびデータアクセ
スエンドポイントを備えた分離されたファイルサーバーです。FSx for ONTAP ファイルシステムのデータ
にアクセスすると、クライアントとワークステーションが SVM のエンドポイント IP アドレスを使用して 
SVM とインターフェイスします。詳細については、「SVM の管理 (p. 123)」を参照してください。

SVM を Microsoft Active Directory に登録して、ファイルアクセスの認証と認可を行うことができます。詳
細については、「FSx for ONTAP で Microsoft アクティブディレクトリの使用 (p. 97)」を参照してくだ
さい。

ボリューム
FSx for ONTAP ボリューム は、データの整理とグループ化に使用する仮想リソースです。ボリュームは
論理コンテナであり、そのコンテナに格納されたデータはファイルシステムの物理容量を消費します。ボ
リュームは SVM でホストされます。ボリュームを作成するときは、ボリュームのサイズを設定して、ボ
リュームがどのストレージ階層にあるかに関係なく、ボリュームに保存することができる物理データの量
を決定します。ボリュームタイプを RW (ボリュームは読み取り可能) または D (ボリュームは読み取り専
用であり、NetApp SnapMirror または SnapVault 関係のターゲットとして使用することができます) に設定
することもできます。

ボリュームとはボリュームに格納されているデータのストレージ容量のみを消費するシンプロビジョニン
グを指します。例えば、10 TiB の空きストレージ容量で構成されたファイルシステムに、3 つの 10 TiB ボ
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リュームを作成できます。ただし、3 つのボリューム内のストレージの合計容量が常に 10 TiB を超えない
限りです。ボリュームの使用容量のみがストレージ容量の消費量にカウントされます。詳細については、
「FSx for ONTAP ボリュームの管理 (p. 129)」を参照してください。

ストレージ階層
FSx for ONTAP ファイルシステムには、プライマリストレージと容量プールストレージという 2 つの 
storage tiers (ストレージ階層) があります。プライマリストレージは、データセットのアクティブな部分
に合わせて設計された、プロビジョニングされ、スケーラブルでハイパフォーマンスな SSD ストレージで
す。容量プールストレージは、ペタバイトサイズまで拡張できる完全に伸縮性のあるストレージ階層で、
アクセス頻度の低いに対してコストが最適化されます。ボリュームに書き込むデータは、ストレージ階層
の容量を消費します。詳細については、「FSx for ONTAP ストレージ階層 (p. 56)」を参照してくださ
い。

データ階層化
データ階層化は、Amazon FSx for NetApp ONTAP が SSD と容量プールストレージ階層間でファイルシ
ステムデータを自動的に移行するプロセスです。各ボリュームには、ファイルシステムの容量プールス
トレージ階層を使用するかどうかと方法を決定する階層化ポリシーがあります。ボリュームのサイズに
よって、そのボリュームに格納できる合計データ量が決まり、ボリュームの階層化ポリシーによって、
データがどのストレージ階層に存在するかが決まります。詳細については、「ボリュームデータの階層
化 (p. 73)」を参照してください。

ストレージ効率
Amazon FSx for NetApp ONTAP は、ONTAP のブロックレベルのストレージ効率性機能 (圧縮、重複排除) 
をサポートして、データが消費するストレージ容量を削減します。ストレージ効率の機能により、SSD 
ストレージ、容量プールストレージ、およびバックアップにおけるデータのフットプリントを削減でき
ます。パフォーマンスを犠牲にすることなく、汎用ファイル共有ワークロードの一般的なストレージ容量
の削減効果は、SSD と容量プールの両方のストレージ階層で圧縮、重複排除、および圧縮による 65% で
す。詳細については、「FSx for ONTAP ストレージの効率化 (p. 72)」を参照してください。

NetApp ONTAP ファイルシステムの Amazon FSx 
に保存されているデータへのアクセス

NFS (v3、v4、v4.1、v4.2) と SMB プロトコルを介して複数の Linux、Windows、または macOS クライア
ントから同時に ONTAP ボリュームのデータにアクセスすることができます。iSCSI (ブロック) プロトコ
ルを使用してデータにアクセスすることもできます。詳細については、「データへのアクセス (p. 16)」
を参照してください。

FSx for ONTAP リソースの管理
FSx for ONTAP ファイルシステムと相互作用して、そのリソースを管理することができるいくつかの方法
があります。AWS と NetApp ONTAP 管理ツールの両方を使用して FSx for ONTAP リソースを管理する
ことができます：

• AWS 管理ツール

6



FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド
FSx for ONTAP リソースの管理

• AWS Management Console
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• Amazon FSx API と SDK
• AWS CloudFormation

• NetApp 管理ツール:
• NetApp BlueXP
• NetApp ONTAP CLI
• NetApp ONTAP REST API

詳細については、「リソースの管理 (p. 113)」を参照してください。
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FSx for ONTAP の設定
Amazon FSx を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクを実行してください。

1. AWS アカウントにサインアップする (p. 8)
2. 管理ユーザーを作成する (p. 8)

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 8)
• 管理ユーザーを作成する (p. 8)
• 次のステップ (p. 9)

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。
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管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

次のステップ
FSx for ONTAP の使用をスタートするには、Amazon FSx for NetApp ONTAP の開始方法 (p. 10)
Amazon FSx リソースの作成手順を参照してください。
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Amazon FSx for NetApp ONTAP の開
始方法

Amazon FSx for NetApp ONTAP の使用を開始する方法を説明します。この入門演習では、次のステップ
が含まれます。

トピック
• ステップ 1: Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムを作成する (p. 10)
• ステップ 2: Amazon EC2 Linux インスタンスからファイルシステムをマウントする (p. 12)
• ステップ 3: リソースをクリーンアップする (p. 14)

ステップ 1: Amazon FSx for NetApp ONTAP ファ
イルシステムを作成する

Amazon FSx コンソールには、ファイルシステムを作成するために、[Quick create] (クイック作成) オプ
ションと [Standard create] (標準作成) オプションの 2 つのオプションがあります。サービス推奨の設定で 
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムを迅速かつ簡単に作成するには、[Quick create] (クイッ
ク作成) オプションを使用します。

[Quick create] (クイック作成) オプションは、単一のストレージ仮想マシン (SVM) と 1 つのボリューム
を持つファイルシステムを作成します。[Quick create] (クイック作成) オプションを使用すると、ネット
ワークファイルシステム (NFS) プロトコル経由の Linux インスタンスからのデータアクセスを許可する
ように、このファイルシステムが設定されます。ファイルシステムを作成したら、必要に応じて追加の 
SVM とボリュームを作成できます。これには、サーバーメッセージブロック (SMB) プロトコル経由で 
Windows および macOS クライアントからのアクセスを許可するアクティブディレクトリに参加している 
SVM も含まれます。

[Standard create] (標準作成) オプションを使用して、カスタマイズされた設定でファイルシステムを作
成することの詳細については、「FSx for ONTAP ファイルシステムの作成 (p. 115)」を参照してくださ
い。

ファイルシステムを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ダッシュボードで ファイルシステムの作成 を選択し、ファイルシステム作成ウィザードを起動しま

す。
3. [Create file system] (ファイルシステムの種類を選択) ページで、Amazon FSx for NetApp 

ONTAP、[Next] (次へ) の順に選択します。[Create ONTAP file system] (ONTAP ファイルシステムを
作成する) ページが表示されます。[Creation method] (作成方法) については、[Quick create] (クイック
作成) を選択します。
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4. [Quick configuration] (クイック設定) セクションで、[File system name - optional] (ファイルシステム
名-オプション) ごとに、ファイルシステムの名前を入力します。ファイルシステムに名前を付ける
と、ファイルシステムを簡単に検索および管理できます。最大 256 の Unicode 文字、ホワイトスペー
ス、数字、および特殊文字を使用できます。+ - (ハイフン) = . _ (下線) : /

5. [Deployment type] (デプロイタイプ) では [Multi-AZ] (マルチ AZ) または [Single-AZ] (シングル AZ) を選
択します。

• Multi-AZ (マルチ AZ) ファイルシステムは、データをレプリケートし、同じ AWS リージョン 内の複
数のアベイラビリティーゾーンにまたがるフェイルオーバーをサポートします。

• [Single-AZ] (シングル AZ) ファイルシステムでは、データをレプリケートし、単一のアベイラビリ
ティーゾーン内で自動フェイルオーバーを行います。

詳細については、「可用性と耐久性 (p. 51)」を参照してください。
6. SSD のストレージ容量 については、ファイルシステムのストレージ容量をギビバイト (GiB) で指定し

ます。1,024～196,608 の範囲の任意の整数を入力します。

ファイルシステムの作成後でも、いつでも必要に応じてストレージ容量を増やすことができます。詳
細については、「ストレージ容量の管理 (p. 56)」を参照してください。

7. [Virtual Private Cloud (VPC)] (仮想プライベートクラウド (VPC)) については、ファイルシステムに関
連付ける Amazon VPC を選択します。

8. ストレージ効率 については、[Enabled] (有効) を選択し、ONTAP ストレージ効率機能 (圧縮、重複排
除、コンパクション) をオンにするか [Disabled] (無効) を選択してそれらをオフにします。
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9. (マルチ AZ のみ) [Endpoint IP address range] (エンドポイント IP アドレスの範囲) で、ファイルシス
テムにアクセスするためのエンドポイントが作成され、IP アドレスの範囲を指定します。

エンドポイント IP アドレス範囲の [Quick create] (クイック作成) オプションを選択します：

• [Unallocated IP address range from your VPC] (VPC からの未割り当ての IP アドレス範囲) — この
オプションを選択すると、Amazon FSx は VPC のプライマリ CIDR 範囲の最後の 64 個の IP アド
レスを、ファイルシステムのエンドポイント IP アドレス範囲として使用します。このオプションを
複数回選択すると、この範囲は複数のファイルシステムで共有されることに注意してください。

Note

• 作成する各ファイルシステムは、この範囲から 2 つの IP アドレスを消費します。1 は
クラスター用、もう 1 つは最初の SVM 用です。最初と最後の IP アドレスも予約され
ます。SVM を追加するたびに、ファイルシステムは別の IP アドレスを使用します。た
とえば、60 個の SVM をホストするファイルシステムは、64 個の IP アドレスを使用
します。他のファイルシステムも同様に動作します。2 つの初期 IP アドレスと追加の 
SVM ごとに 1 つずつ使用します。同じ範囲を使用し、それぞれが単一の SVM を使用す
るファイルシステムの最大数は 31 です。

• VPC のプライマリ CIDR 範囲の最後の 64 個の IP アドレスのいずれかがサブネットで使
用されている場合、このオプションはグレー表示されます。

• [Floating IP address range outside your VPC] (VPC 外のフローティング IP アドレス範囲) — 
Amazon FSx が、同じ VPC とルートテーブルを持つ他のファイルシステムでまだ使用されていない 
198.19.x.0/24 アドレス範囲を使用するようにするには、このオプションを選択します。

[Standard create] (標準作成) オプションで独自の IP アドレス範囲を指定することもできます。
10. [Next] (次へ) を選択して、[Create ONTAP file system] (ONTAP ファイルシステムの作成) ページで

ファイルシステムの構成を確認します。ファイルシステムの作成後に変更可能なファイルシステム設
定を書き留めておきます。

11. [Create ONTAP file system] (ファイルシステムを作成する) を選択します。

[Quick create] (クイック作成) は 1 つの SVM (fsx という名前) とボリューム (vol1 という名前) を作成し
ます。ボリュームには、/vol1 のジャンクションパスと [Auto] (自動) の容量プールの階層化ポリシー (自
動的に 31 日間アクセスされていないデータを階層化して容量プールストレージコストを軽減する) があり
ます。デフォルトのスナップショットポリシーがデフォルトのボリュームに割り当てられます。ファイル
システムのデータは、デフォルトのサービス管理 AWS KMS キーを使用して保管時に暗号化されます。

ステップ 2: Amazon EC2 Linux インスタンスから
ファイルシステムをマウントする

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスからファイルシステムをマウントできます。
この手順では、Amazon Linux 2 を実行しているインスタンスを使用します。

Amazon EC2 からファイルシステムをマウントするには

1. https://console.aws.amazon.com/ec2/ で Amazon EC2 コンソールを開きます。
2. ファイルシステムと同じ仮想プライベートクラウド (VPC) にある Amazon Linux 2 を実行する 

Amazon EC2 インスタンスを作成または選択します。インスタンスの起動の詳細については、「Linux 
インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド」の「ステップ 1: インスタンスを起動する」を参照
してください。

3. Amazon EC2 Linux インスタンスに接続します。詳細については、「Linux インスタンス用の Amazon 
EC2 ユーザーガイド」 の「Linux インスタンスへの接続」を参照してください。
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4. Amazon EC2 インスタンスでセキュアシェル (SSH) を使用してターミナルを開き、適切な認証情報を
使用してログインします。

5. 次のコマンドを使用して、Amazon EC2 インスタンスでボリュームのマウントポイントとして使用す
るディレクトリを作成します。次の例では、######## を独自の情報に置き換えます。

$ sudo mkdir /mount-point

6. Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムを作成したディレクトリにマウントします。次の
例と類似する mount コマンドを使用します。次の例では、次のプレースホルダ値を独自の情報に置き
換えます。

• nfs_version — 使用している NFS バージョンである FSx for ONTAP は、バージョン
3、4.0、4.1、および 4.2 をサポートします。

• nfs-dns-name — マウントするボリュームがあるストレージ仮想マシン (SVM) の NFS DNS 名で
す。Amazon FSx コンソールで NFS DNS 名を確認するには、[Storage virtual machines] (ストレー
ジ仮想マシン) を選択し、マウントするボリュームが存在する SVM を選択します。NFS DNS 名
は、次の図に示すように [Endpoints] (エンドポイント) パネルにあります。

• volume-junction-path — マウントするボリュームの接続パス。ボリュームのジャンクション
パスは、以下の画像に示すように、Amazon FSx コンソールのボリューム詳細ページの [Summary]
(概要) パネルで確認できます。
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• mount-point — EC2 インスタンスにボリュームのマウントポイント用に作成したディレクトリの
名前です。

sudo mount -t nfs -o nfsvers=nfs_version nfs-dns-name:/volume-junction-path /mount-
point

次のコマンドでは、値の例を使用しています。

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 svm-abcdef1234567890c.fs-012345abcdef6789b.fsx.us-
east-2.amazonaws.com:/vol1 /fsxN

Amazon EC2 インスタンスに問題が生じた場合 (接続のタイムアウトなど) は、「Linux インスタンス用 
Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2 インスタンスのトラブルシューティング」を参照してください。

ステップ 3: リソースをクリーンアップする
この演習が完了したら、以下の手順に従ってリソースをクリーンアップし、AWS アカウント を保護しま
す。

リソースをクリーンアップするには

1. Amazon EC2 コンソールで、インスタンスを終了します。詳細については、「Linux インスタンス用
の Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスの終了」を参照してください。

2. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
3. Amazon FSx コンソールで、SVM のルートボリュームではないすべての FSx for ONTAP ボリューム

を削除します。詳細については、「ボリュームの削除 (p. 136)」を参照してください。
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4. FSx for ONTAP SVM をすべて削除します。詳細については、「ストレージ仮想マシンの削
除 (p. 128)」を参照してください。

5. Amazon FSx コンソールで、ファイルシステムを削除します。ファイルシステムを削除すると、すべ
ての自動バックアップが自動的に削除されます。ただし、手動で作成したバックアップは削除する必
要があります。次のステップでこのプロセスを示します。

a. コンソールダッシュボードから、この演習用に作成したファイルシステムの名前を選択します。
b. [Actions] (アクション) で、[Delete file system] (ファイルシステムの削除) を選択します。
c. [Delete file system] (ファイルシステムの削除) ダイアログボックスに、[File system ID] (ファイル

システム ID) ボックスで削除するファイルシステムの ID を入力します。
d. [Delete file system] (ファイルシステムの削除) を選択します。
e. Amazon FSx がファイルシステムを削除する間、ダッシュボードの状態が [DELETING] (削除中) 

に変更されます。ファイルシステムが削除されると、そのファイルシステムはダッシュボードに
表示されなくなります。自動バックアップは、ファイルシステムとともに削除されます。

f. これで、ファイルシステムに対して手動で作成されたバックアップを削除できます。左側のナビ
ゲーションから、[Backups] (バックアップ) を選択します。

g. ダッシュボードから、選択したファイルシステムと同じ [File system ID] (ファイルシステム ID) 
を持つバックアップをし、[Delete backup] (バックアップの削除) を選択します。最終的なバック
アップを作成した場合は、必ず最終バックアップを保持してください。

h. [Delete backup] (バックアップの削除) ダイアログボックスが開きます。削除するバックアップの 
ID のチェックボックスをオンにし、[Delete backup] (バックアップの削除) を選択します。

これで、Amazon FSx ファイルシステムと関連する自動バックアップが、削除することを選択した手
動バックアップとともに削除されます。
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データへのアクセス
Amazon FSx ファイルシステムには、AWS クラウド およびオンプレミス環境のサポートされているさま
ざまなクライアントとメソッドを使用してアクセスすることができます。

各 SVM には、以下に記載されるとおり、NetApp ONTAP CLI、REST API を使用してデータにアクセスし
たり、SVM を管理するために使用される 4 つのエンドポイントがあります。

• Nfs - ネットワークファイルシステム (NFS、Network File System) プロトコルを使用して接続する場合
• Smb - サービスメッセージブロック (SMB、Service Message Block) プロトコルを使用して接続する場合 

(SVM がアクティブディレクトリに参加している場合、またはワークグループを使用している場合)
• Iscsi - インターネットスモールコンピュータシステムインターフェイス (iSCSI、Internet Small 

Computer Systems Interface) プロトコルを使用して接続する場合
• Management - ネットアップの ONTAP CLI、NetApp ONTAP API、または NetApp BlueXP を使用して 

SVM を管理する場合

トピック
• サポートされているクライアント (p. 16)
• AWS 内からデータにアクセスする (p. 17)
• オンプレミスからデータにアクセスする (p. 21)
• ボリュームをマウントする (p. 23)
• iSCSI LUN のマウント (p. 29)
• 他の AWS サービスで FSx for ONTAP を使用する (p. 43)

サポートされているクライアント
FSx for ONTAP ファイルシステムは、さまざまなコンピューティングインスタンスおよびオペレーティ
ングシステムからのデータへのアクセスをサポートしています。これは、ネットワークファイルシステ
ム (NFS) プロトコル (v3、v4.0、v4.1、v4.2)、サーバーメッセージブロック (SMB) プロトコルのすべての
バージョン (2.0、3.0、3.1.1 を含む)、およびインターネットスモールコンピュータシステムインターフェ
イス (iSCSI) プロトコルを使用したアクセスをサポートします。

Important

Amazon FSxは、公開インターネットからのファイルシステムへのアクセスをサポートしていま
せん。Amazon FSx は、インターネットから到達可能なパブリック IP アドレスである Elastic IP 
アドレスを自動的にデタッチして、ファイルシステムの Elastic Network Interface にアタッチしま
す。

以下の AWS コンピューティングインスタンスは FSx for ONTAP での使用がサポートされています。

• NFS または SMB をサポートする Linux、Microsoft Windows、および MacOS を実行する Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス。詳細については、「ボリュームをマウントす
る (p. 23)」を参照してください。

• Amazon EC2 Windows および Linux インスタンス上の Amazon Elastic Container Service (Amazon 
ECS) Docker コンテナ。詳細については、「FSx for ONTAP で Amazon Elastic Container Service を使
用する (p. 47)」を参照してください。

• Amazon Elastic Kubernetes Service - 詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの Amazon FSx for 
NetApp ONTAP CSI ドライバー を参照してください。

• Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) – 詳細については、「Red Hat OpenShift Service on AWS 
User Guide」 (Red Hat OpenShift Service on AWS ユーザーガイド) の「What is Red Hat OpenShift 
Service on ?」 (Red Hat OpenShift Service on とは) を参照してください。
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• Amazon WorkSpaces インスタンス。詳細については、「FSx for ONTAP での Amazon WorkSpaces の
使用 (p. 43)」を参照してください。

• Amazon AppStream 2.0 インスタンス
• AWS Lambda - 詳細については、「Enabling SMB access for server-less workloads with Amazon FSx」 

(Amazon FSx でサーバーレスワークロードの SMB アクセスを有効にする) の AWS ブログ投稿を参照し
てください。

• AWS 環境の VMware クラウドで実行されている仮想マシン (VM) 詳細については、「Amazon FSx 
for NetApp ONTAP を外部ストレージとして構成する」「VMware Cloud on AWS と FSx for NetApp 
ONTAP の統合デプロイガイド」を参照してください。

マウントされると、FSx for ONTAP ファイルシステムは、NFS および SMB 上のローカルディレクトリ
またはドライブ文字として表示されます。これにより、最大数千のクライアントから同時にアクセスでき
る、フルマネージド型共有ネットワークファイルストレージが提供されます。iSCSI LUN は、iSCSI 上に
マウントすると、ブロックデバイスとしてアクセスできます。

AWS 内からデータにアクセスする
Amazon FSx の各ファイルシステムは、仮想プライベートクラウド (VPC) に関連付けられています。FSx 
for ONTAP ファイルシステムには、アベイラビリティーゾーンに関係なく、ファイルシステムの VPC 内
の任意の場所からアクセスできます。別の AWS アカウントまたは AWS リージョンにあるその他の VPC 
からファイルシステムにアクセスすることもできます。以降のセクションで説明する FSx for ONTAP リ
ソースへのアクセスの要件に加えて、データと管理トラフィックがファイルシステムとクライアントの間
を移動できるようファイルシステムの VPC セキュリティグループが設定されていることを確認する必要
もあります。必要なポートでのセキュリティグループの設定の詳細については、「Amazon VPC セキュリ
ティグループ (p. 193)」を参照してください。

トピック
• 同じ VPC 内からデータへのアクセス (p. 17)
• デプロイ用の VPC の外部からのデータへのアクセス (p. 17)

同じ VPC 内からデータへのアクセス
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムを作成するときに、それが配置されている Amazon 
VPC を選択します。Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムに関連付けられているすべての 
SVM およびボリュームも同じ VPC に配置されます。ボリュームをマウントしているクライアントとファ
イルシステムが同じ VPC と AWS アカウント にある場合、ボリュームをマウントするとき、クライアン
トに応じて、SVM の DNS 名とボリュームジャンクションまたは SMB 共有を使用できます。詳細につい
ては、「ボリュームをマウントする (p. 23)」を参照してください。

クライアントとボリュームがファイルシステムのサブネットまたはマルチ AZ ファイルシステムの優先サ
ブネットと同じアベイラビリティーゾーンにある場合、最適なパフォーマンスを実現できます。ファイル
システムのサブネットまたは優先サブネットを識別するには、Amazon FSx コンソールで [ファイルシステ
ム] を選択し、マウントしているボリュームがある ONTAP ファイルシステムを選択します。サブネットま
たは優先サブネット (マルチ AZ) が [サブネット] または [優先サブネット] に表示されます。

デプロイ用の VPC の外部からのデータへのアクセス
このセクションでは、ファイルシステムのデプロイ VPC 以外の AWS の場所から FSx for ONTAP ファイ
ルシステムの NFS と SMB のエンドポイントおよび ONTAP 管理エンドポイントにアクセスする方法につ
いて説明します。
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マルチ AZ ファイルシステム上の NFS、SMB、ONTAP 管理エン
ドポイントにアクセスする
Amazon FSx for NetApp ONTAP のマルチ AZ ファイルシステムの NFS、SMB、ONTAP 管理エンドポイ
ントは、接続しているクライアントがフェイルオーバーイベント中に優先ファイルサーバとスタンバイ
ファイルサーバ間をシームレスに移行できるようフローティング IP アドレスを使用します。フェイルオー
バーについての詳細は、「FSx for ONTAP のフェイルオーバープロセス (p. 53)」を参照してくださ
い。

これらのフローティング IP アドレスは、ファイルシステムに関連付けられた VPC ルートテーブ
ルに作成され、作成時に指定できるファイルシステムのEndpointIpAddressRange内にありま
す。EndpointIpAddressRange は、ファイルシステムの作成方法に応じて、以下のアドレス範囲を使用
します。

• デフォルトでは、Amazon FSx を使用して作成されたマルチ AZ ファイルシステムは、ファイルシステ
ムのEndpointIpAddressRangeの VPC のプライマリ CIDR の最後の 64 個の IP アドレスを使用しま
す。

• デフォルトでは、AWS CLI または Amazon FSx API を使用して作成されたマルチ AZ 
は、EndpointIpAddressRangeの 198.19.0.0/16 アドレスブロック内の IP アドレス範囲を使用し
ます。

フローティング IP アドレスをサポートするのは AWS Transit Gateway だけです。これは推移的なピアリ
ング接続とも呼ばれます。VPC ピアリング、AWS Direct Connect、AWS VPN は推移的ピアリングをサ
ポートしません。そのため、ファイルシステムの VPC の外部にあるネットワークからこれらのインター
フェイスにアクセスするには、Transit Gateway を使用する必要があります。

下の図は、アクセス元のクライアントとは別の VPC にあるマルチ AZ ファイルシステムに対する 
NFS、SMB、または管理アクセスに Transit Gateway を使用する方法を示しています。

Note

使用しているすべてのルートテーブルがマルチ AZ ファイルシステムに関連付けられているこ
とを確認します。これにより、フェイルオーバー中に使用できなくなるのを防ぐことができま
す。Amazon VPC ルートテーブルとファイルシステムの関連付けの詳細については、「ファイル
システムの更新 (p. 120)」を参照してください。
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FSx for ONTAP ファイルシステムにアクセスするために Transit Gateway を使用する必要がある場合の詳
細については、「Transit Gateway はどのような場合に必要ですか。 (p. 19)」を参照してください。

シングル AZ ファイルシステムの NFS、SMB、または ONTAP 
CLI と API にアクセスする
NFS または SMB 経由の FSx for ONTAP のシングル AZ ファイルシステムへのアクセス、およびONTAP 
CLI または REST API を使用したファイルシステムの管理に使用されるエンドポイントは、アクティブな
ファイルサーバーの ENI 上のセカンダリ IP アドレスです。セカンダリ IP アドレスは VPC の CIDR 範囲
内にあるため、クライアントは VPC ピアリング、AWS Direct Connect、AWS VPN を使用してデータと
管理ポートにアクセスできます。AWS Transit Gateway は必要ありません。

下の図は、アクセス元のクライアントとは別の VPC にあるシングル AZ に対する NFS、SMB、または管
理アクセスに AWS VPN または AWS Direct Connect を使用する方法を示しています。

Transit Gateway はどのような場合に必要ですか。
マルチ AZ ファイルシステムに Transit Gateway が必要かどうかは、ファイルシステムのデータへのアク
セスに使用する方法によって異なります。シングル AZ ファイルシステムには、Transit Gateway は必要あ
りません。次の表は、マルチ AZ ファイルシステムへのアクセスに AWS Transit Gateway 使用する必要が
ある場合を示しています。

データアクセス Transit Gateway は必要ですか。

NFS、SMB、または NetApp ONTAP REST 
API、CLI、または BlueXP 経由での FSx へのアク
セス

次の場合のみ必要です。

• ピアリング接続されたネットワーク (オンプレミ
スなど) からアクセスし、

• NetApp FlexCache またはグローバルファイル
キャッシュインスタンスから FSx にアクセスし
ない
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データアクセス Transit Gateway は必要ですか。

iSCSI 経由でデータにアクセスする いいえ

SVM をアクティブディレクトリに結合する いいえ

SnapMirror いいえ

FlexCache キャッシュ いいえ

グローバルファイルキャッシュ いいえ

AWS Transit Gateway を使用してルーティングを設定する
VPC の CIDR 範囲外にある EndpointIPAddressRange を持つマルチ AZ ファイルシステムを使用して
いる場合は、ピアネットワークまたはオンプレミスネットワークからファイルシステムにアクセスするた
めに、AWS Transit Gateway に追加のルーティングを設定する必要があります。

Important

Transit Gateway を使用してマルチ AZ ファイルシステムにアクセスするには、ルートテーブルが
ファイルシステムに関連付けられているサブネットにトランジットゲートウェイの各アタッチメ
ントを作成する必要があります。

Note

VPC の IP アドレス範囲内にある EndpointIPAddressRange を持つシングル AZ ファイルシス
テムまたはマルチ AZ ファイルシステムでは、中継ゲートウェイの設定は必要ありません。

AWS Transit Gateway を使用してルーティングを設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ピアリングされた接続ネットワークからのアクセスを設定する FSx for ONTAP ファイルシステムを選

択します。
3. [Network & security] (ネットワークとセキュリティ) で [Endpoint IP address range] (エンドポイント IP 

アドレス範囲) をコピーします。

4. この IP アドレス範囲宛てのトラフィックをファイルシステムの VPC にルーティングするルートを 
Transit Gateway に追加します。詳細については、Amazon VPC Transit Gateway の Transit Gateway 
の使用を参照してください。

5. ピアリングされたネットワークから FSx for ONTAP ファイルシステムにアクセスできることを確認し
ます。

ルートテーブルをファイルシステムに追加するには、「ファイルシステムの更新 (p. 120)」を参照してく
ださい。
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Note

管理、NFS、および SMB エンドポイントの DNS レコードは、ファイルシステムと同じ VPC 内
からのみ解決できます。ボリュームをマウントしたり、別のネットワークから管理ポートに接続
したりするには、エンドポイントの IP アドレスを使用する必要があります。これらの IP アドレ
スは、時間の経過とともに変化しません。

デプロイ用 VPC の外部の iSCSI またはクラスター間エンドポイ
ントにアクセスする
VPC ピアリングまたは AWS Transit Gateway を使用してファイルシステムのデプロイ VPC の外部から
ファイルシステムの iSCSI またはクラスター間エンドポイントにアクセスできます。VPC ピアリングを使
用して、VPC 間で iSCSI とクラスター間トラフィックをルーティングできます。VPC ピアリング接続は 2 
つの VPC の間のネットワーキング接続で、プライベート IPv4 アドレスを使用して 2 つの VPC 間でトラ
フィックをルーティングするために使用されます。VPC ピアリング接続を使用して、同じ AWS リージョ
ン または異なる AWS リージョン 間の VPC を接続できます。詳細については、[Amazon VPC Peering 
Guide] (Amazon VPC ピアリングガイド) の [What is VPC peering? (VPC ピアリング機能とは) を参照して
ください。

オンプレミスからデータにアクセスする
AWS VPN および AWS Direct Connect を使用して、オンプレミスから FSx for ONTAP ファイルシステム
にアクセスできます。より具体的なユースケースのガイドラインについては、以下のセクションを参照し
てください。オンプレミスから異なる FSx for ONTAP リソースにアクセスするための以下の要件に加え
て、ファイルシステムの VPC セキュリティグループがファイルシステムとクライアント間でデータをフ
ローできるようにする必要があります。必要なポートのリストについては、「Amazon VPC セキュリティ
グループ」を参照してください。

オンプレミスから NFS、SMB、ONTAP CLI または 
REST API エンドポイントにアクセスする
このセクションでは、オンプレミスネットワークから FSx for ONTAP ファイルシステム上の 
NFS、SMB、ONTAP 管理ポートにアクセスする方法について説明します。

マルチ AZ ファイルシステムにアクセスする
Amazon FSx では、AWS Transit Gateway を使用するか、オンプレミスネットワークからマルチ AZ ファ
イルシステムにアクセスするようにリモートの NetApp グローバルファイルキャッシュまたは NetApp 
FlexCache を設定する必要があります。Amazon FSx は、マルチ AZ ファイルシステムで複数のアベイラ
ビリティーゾーンにわたるフェイルオーバーをサポートするために NFS、SMB、ONTAP 管理エンドポイ
ントに使用されるインターフェイスにフローティング IP アドレスを使用します。NFS、SMB、および管
理エンドポイントはフローティング IP を使用するため、AWS Transit Gateway を AWS Direct Connect ま
たは AWS VPN と組み合わせて、オンプレミスネットワークからこれらのインターフェイスにアクセスす
る必要があります。これらのインターフェイスで使用するフローティング IP アドレスは、マルチ AZ ファ
イルシステムの作成時に指定した EndpointIpAddressRange 内にあります。Amazon FSx コンソール
でファイルシステムを作成する場合、基本的に Amazon FSx は、ファイルシステムのエンドポイント IP 
アドレスの範囲として使用する VPC の基本 CIDR 範囲の最後の 64 個の IP アドレスを選択します。AWS 
CLI または Amazon FSx API からファイルシステムを作成する場合、デフォルトで Amazon FSx は IP ア
ドレス範囲内から 198.19.0.0/16 IP アドレス範囲を選択します。フローティング IP アドレスを使用す
ると、フェイルオーバーが必要な場合にはクライアントをスタンバイファイルシステムへシームレスに移
行できます。詳細については、「FSx for ONTAP のフェイルオーバープロセス (p. 53)」を参照してく
ださい。
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Important

Transit Gateway を使用してマルチ AZ ファイルシステムにアクセスするには、ルートテーブルが
ファイルシステムに関連付けられているサブネットにトランジットゲートウェイの各アタッチメ
ントを作成する必要があります。

VPC の外部からのアクセス用に AWS Transit Gateway を設定するには

VPC の CIDR 範囲外にある EndpointIPAddressRange を持つマルチ AZ ファイルシステムを使用して
いる場合は、ピアネットワークまたはオンプレミスネットワークからファイルシステムにアクセスするた
めに、AWS Transit Gateway に追加のルーティングを設定する必要があります。

Note

VPC の IP アドレス範囲内にある EndpointIPAddressRange を持つシングル AZ ファイルシス
テムまたはマルチ AZ ファイルシステムでは、中継ゲートウェイの設定は必要ありません。

1. Amazon FSx コンソール (https://console.aws.amazon.com/fsx/) を開きます。
2. ピアリングされた接続ネットワークからのアクセスを設定する FSx for ONTAP ファイルシステムを選

択します。
3. [Network & security>] (ネットワークとセキュリティ) で [Endpoint IP address range] (エンドポイント 

IP アドレス範囲) をコピーします。

4. この IP アドレス範囲宛てのトラフィックをファイルシステムの VPC にルーティングするルートを 
Transit Gateway に追加します。詳細については、「Amazon VPC Transit Gateway ユーザーガイド」
の「Transit Gateway の使用」を参照してください。

5. ピアリングされたネットワークから FSx for ONTAP ファイルシステムにアクセスできることを確認し
ます。

Important

Transit Gateway を使用してマルチ AZ ファイルシステムにアクセスするには、ルートテーブルが
ファイルシステムに関連付けられているサブネットにトランジットゲートウェイの各アタッチメ
ントを作成する必要があります。

ルートテーブルをファイルシステムに追加するには、「ファイルシステムの更新 (p. 120)」を参照してく
ださい。

シングル AZ ファイルシステムにアクセスする
シングル AZ ファイルシステムには、オンプレミスネットワークからのデータアクセスに AWS Transit 
Gateway を使用するという要件はありません。シングル AZ ファイルシステムは単一のサブネットにデプ
ロイされ、ノード間のフェイルオーバーを提供するためにフローティング IP アドレスは必要ありません。
代わりに、シングル AZ ファイルシステムでアクセスする IP アドレスは、ファイルシステムの VPC CIDR 
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範囲内のセカンダリ IP アドレスとして実装されるため、AWS Transit Gateway を必要とせずに別のネット
ワークからデータにアクセスできるようになります。

オンプレミスからクラスター間エンドポイントにアク
セスする
FSx for ONTAP のクラスター間エンドポイントは、オンプレミスの NetApp デプロイと FSx for ONTAP 間
を含む NetApp ONTAP ファイルシステム間のレプリケーショントラフィック専用です。レプリケーショ
ントラフィックには、異なるファイルシステムにまたがるストレージ仮想マシン (SVM) およびボリューム
との間の SnapMirror、FlexCache、FlexClone 関係と、NetApp グローバルファイルキャッシュが含まれま
す。クラスター間エンドポイントは、アクティブディレクトリのトラフィックにも使用されます。

ファイルシステムのクラスター間エンドポイントは FSx for ONTAP ファイルシステムを作成する際にユー
ザーが提供した VPC の CIDR 範囲内にある IP アドレスを使用するので、オンプレミスと AWS クラウド 
の間でクラスター間トラフィックをルーティングするために Transit Gateway を使用する必要はありませ
ん。ただし、オンプレミスクライアントでは、引き続き AWS VPN または AWS Direct Connect を使用し
て VPC への安全な接続を確立する必要があります。

ボリュームをマウントする
FSx for ONTAP のデータにアクセスするには、クライアントにボリュームをマウントします。このセク
ションのコマンドは、ボリュームをマウントまたは添付するためにボリュームが作成される SVM の DNS 
名または IP アドレスを使用します。次の図に示すように、SVM の DNS 名と IP アドレスは、Amazon 
FSx コンソールで [ONTAP > Storage virtual machines] (ONTAP > ストレージ仮想マシン) を選択するか、
ファイルシステムの [File system details] (ファイルシステムの詳細) ページの [Storage virtual machine] (ス
トレージ仮想マシン) タブで確認できます。

または、DescribeStorageVirtualMachines API オペレーションのレスポンスでそれらを見つけることがで
きます。

ボリュームのジャンクションパスは、以下の画像に示すように、Amazon FSx コンソールのボリューム詳
細ページの [Summary] (概要) パネルで確認できます。
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トピック
• Linux クライアントでのマウント (p. 24)
• Microsoft Windows クライアントでのマウント (p. 26)
• macOS クライアントでのマウント (p. 27)

Linux クライアントでのマウント
Linux クライアントをアタッチしている SVM ボリュームには、UNIX または mixed のセキュリティスタ
イル設定をお勧めします。詳細については、「FSx for ONTAP ボリュームの管理 (p. 129)」を参照して
ください。

Note

デフォルトでは、FSx for ONTAP NFS マウントは hard マウントです。フェイルオーバーが発生
した場合にスムーズなフェイルオーバーを実現するには、デフォルトの hard マウントオプショ
ンの使用をお勧めします。

ONTAP ボリュームを Linux クライアントにマウントするには

1. https://console.aws.amazon.com/ec2/ で Amazon EC2 コンソールを開きます。
2. ファイルシステムと同じ VPC にある Amazon Linux 2 を実行する Amazon EC2 インスタンスを作成

または選択します。

EC2 Linux インスタンスの起動の詳細については、[Amazon EC2 User Guide for Linux Instances]
(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の [Step 1: Launch an instance] (ステップ 1: イ
ンスタンスを起動する) を参照してください。
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3. Amazon EC2 Linux インスタンスに接続します。詳細については、[Connect to your Linux instance]
(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の [Amazon EC2 User Guide for Linux 
Instances] (Linux インスタンスへの接続) を参照してください。

4. Secure Shell (SSH) を使用して EC2 インスタンスでターミナルを開き、適切な認証情報でログインし
ます。

5. 次のように、SVM ボリュームをマウントするための EC2 インスタンス上にディレクトリを作成しま
す。

sudo mkdir /fsx

6. 次のコマンドを使用して、作成したディレクトリにボリュームをマウントします。

sudo mount -t nfs svm-dns-name:/volume-junction-path /fsx

次の例は、サンプル値を使用しています。

sudo mount -t nfs svm-01234567890abdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsx

DNS 名の代わりに SVM の IP アドレス SVM を使用することもできます。

sudo mount -t nfs 198.51.100.1:/vol1 /fsx

/etc/fstab を使用したインスタンスリブートへの自動マウント
Amazon EC2 Linux インスタンスの再起動時に FSx for ONTAP ボリュームを自動的に再マウントするに
は、/etc/fstab ファイルを使用します。/etc/fstab ファイルには、ファイルシステムに関する情報が
含まれています。インスタンスの起動中に実行される mount -a コマンドは、/etc/fstab に示されて
いるファイルシステムをマウントします。

Note

FSx for ONTAP ファイルシステムは、Amazon EC2 Mac インスタンスの /etc/fstab を使用し
た自動マウントをサポートしていません。

Note

EC2 インスタンスの /etc/fstab ファイルを更新する前に、FSx for ONTAP ファイルシステム
がすでに作成済みであることを確認してください。詳細については、「FSx for ONTAP ファイル
システムの作成 (p. 115)」を参照してください。

EC2 インスタンスで / etc / fstab ファイルを更新するには

1. EC2 インスタンスに接続します。

• macOS または Linux を実行しているコンピュータからインスタンスに接続するには、SSH コマン
ドに対する .pem ファイルを指定します。これを行うには、-i オプションとプライベートキーへの
パスを使用します。

• Windows を実行しているコンピュータから Linux インスタンスに接続する場合は、MindTerm また
は PuTTY のどちらかを使用できます。PuTTY を使用するには、インストールしてから .pem ファ
イルを .ppk ファイルに変換します。

詳細については、[Amazon EC2 User Guide for Linux Instances] (Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイド) のトピックを参照してください。
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• [Connecting to your Linux instance using SSH] (SSH を使用した Linux インスタンスへの接続)
• [Connecting to your Linux instance from Windows using PuTTY] (PuTTY を使用した Windows から 

Linux インスタンスへの接続)
2. SVM ボリュームのマウントに使用するローカルディレクトリを作成します。

sudo mkdir /fsx

3. 適切なエディタで、/etc/fstab ファイルを開きます。
4. 次の行を /etc/fstab ファイルに追加します。各パラメータの間にタブ文字を挿入します。改行のな

い行として表示されるはずです。

svm-dns-name:volume-junction-path /fsx nfs nfsvers=version,defaults 0 0

ボリュームの SVM の IP アドレスを使用することもできます。最後の 3 つのパラメータは、NFS オプ
ション (デフォルトに設定)、ファイルシステムおよびファイルシステムチェックのダンプ (通常は使用
されないため、0 に設定) を示します。

5. 変更をファイルに保存します。
6. 次のコマンドを使用して、ファイルシェアをマウントします。次回システムがスタートすると、フォ

ルダは自動的にマウントされます。

sudo mount /fsx
sudo mount svm-dns-name:volume-junction-path

EC2 インスタンスは、再起動するたびに ONTAP ボリュームをマウントするように設定されました。

Microsoft Windows クライアントでのマウント
このセクションでは、Microsoft Windows オペレーティングシステムを実行しているクライアントを使用
して FSx for ONTAP ファイルシステムのデータにアクセスする方法について説明します。使用しているク
ライアントのタイプに関係なく、次の要件を確認してください。

この手順では、クライアントとファイルシステムが同じ VPC と AWS アカウント にあると想定していま
す。クライアントがオンプレミス、または別の VPC、AWS アカウント または AWS リージョン に配置さ
れている場合、この手順では、AWS Transit Gateway または AWS Direct Connect を使用した専用ネット
ワーク接続または AWS Virtual Private Network を使用したプライベートで安全なトンネルをセットアッ
プ済みであることも前提としています。詳しくは、「デプロイ用の VPC の外部からのデータへのアクセ
ス (p. 17)」を参照してください。

SMB プロトコルを使用して Windows クライアントにボリュームを添付することをお勧めします。

前提条件
Microsoft Windows クライアントを使用して ONTAP ストレージボリュームにアクセスするには、次の前
提条件を満たす必要があります。

• 添付するボリュームの SVM が組織の Active Directory に参加しているか、ユーザーがワークグループ
を使用している必要があります。アクティブディレクトリへの SVM への参加方法の詳細については、
「FSx for ONTAP ストレージ仮想マシンの管理 (p. 123)」を参照してください。ワークグループの使
用方法の詳細については、NetApp ドキュメンテーションセンターの「ワークグループでの SMB サーバ
のセットアップの概要」を参照してください。

• 添付するボリュームは、NTFS または mixed のセキュリティスタイルの設定です。詳細については、
「FSx for ONTAP ボリュームの管理 (p. 129)」を参照してください。
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SMB と Active Directory を使用して Windows クライアントに ONTAP ボリュームをアタッチする
には

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ファイルシステムと同じ VPC にあり、ボリュームの SVM と同じ Microsoft アクティブディレクトリ

に参加している Microsoft Windows を実行している Amazon EC2 インスタンスを作成または選択しま
す。

インスタンスの起動方法の詳細については、[Amazon EC2 User Guide for Windows Instances]
(Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の [Step 1: Launch an instance] (ステップ 1: 
インスタンスを起動する) を参照してください。

アクティブディレクトリへの SVM への参加方法の詳細については、「FSx for ONTAP ストレージ仮
想マシンの管理 (p. 123)」を参照してください。

3. Amazon EC2 Windows インスタンスに接続します。詳細については、[Amazon EC2 User Guide for 
Windows Instances] (Windows インスタンスの Amazon EC2 ユーザーガイド) の [Connecting to your 
Windows instance] (Windows インスタンスに接続する) を参照してください。

4. コマンドプロントを開きます。
5. 以下のコマンドを実行します。以下に置き換えます:

• Z: を使用可能なドライブ文字に置き換えます。
• DNS_NAME をボリュームの SVM 用の SMB エンドポイントの DNS 名または IP アドレスに置き換

えます。
• C$ は、SVM の名前空間のルートにあるデフォルトの SMB 共有です。SVM で SMB 共有を作成し

た場合は、C$ の代わりにマウントする SMB 共有名を指定できます。SMB 共有を作成する方法の
詳細については、「SMB 共有の管理 (p. 137)」を参照してください。

net use Z: \\DNS_NAME\C$

次の例は、サンプル値を使用しています。

net use Z: \\corp.example.com\new_share

DNS 名の代わりに SVM の IP アドレスを使用することもできます。

net use Z: \\198.51.100.5\new_share

macOS クライアントでのマウント
このセクションでは、macOS オペレーティングシステムを実行しているクライアントを使用して FSx for 
ONTAP ファイルシステムのデータにアクセスする方法について説明します。使用しているクライアント
のタイプに関係なく、次の要件を確認してください。

この手順では、クライアントとファイルシステムが同じ VPC と AWS アカウント にあると想定していま
す。クライアントがオンプレミス、または別の VPC、AWS アカウント または AWS リージョン に配置
されている場合、AWS Transit Gateway や AWS Direct Connect を使った専用ネットワーク接続、AWS 
Virtual Private Network を使ったプライベートで安全なトンネルが設定されています。詳細については、
「デプロイ用の VPC の外部からのデータへのアクセス (p. 17)」を参照してください。

SMB プロトコルを使用して Mac クライアントにボリュームを添付することをお勧めします。
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SMB を使用して MacOS クライアントに ONTAP ボリュームをマウントするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ファイルシステムと同じ VPC にある macOS を実行する Amazon EC2 Mac インスタンスを作成また

は選択します。

インスタンスの起動方法の詳細については、[Amazon EC2 User Guide for Linux Instances] (Linux イ
ンスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の [Step 1: Launch an instance] (ステップ 1: インスタン
スを起動する) を参照してください。

3. Amazon EC2 Mac インスタンスに接続します。詳細については、[Connect to your Linux instance]
(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の [Amazon EC2 User Guide for Linux 
Instances] (Linux インスタンスへの接続) を参照してください。

4. Secure Shell (SSH) を使用して EC2 インスタンスでターミナルを開き、適切な認証情報でログインし
ます。

5. EC2 インスタンスに、ボリュームをマウントするためのディレクトリを、次のように作成します。

sudo mkdir /fsx

6. 次のコマンドを使用して、ボリュームをマウントします。

sudo mount -t smbfs filesystem-dns-name:/smb-share-name mount-point

次の例は、サンプル値を使用しています。

sudo mount -t smbfs svm-01234567890abcde2.fs-01234567890abcde5.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/C$ /fsx

DNS 名の代わりに SVM の IP アドレスを使用することもできます。

sudo mount -t smbfs 198.51.100.10:/C$ /fsx

C$ は、SVM の名前空間のルートを表示するためにマウントできるデフォルトの SMB 共有で
す。SVM にサーバーメッセージブロック (SMB) 共有を作成した場合は、C$ の代わりに SMB 共有名
を指定します。SMB 共有を作成する方法の詳細については、「SMB 共有の管理 (p. 137)」を参照し
てください。

NFS を使用して MacOS クライアントに ONTAP ボリュームをマウントするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ファイルシステムと同じ VPC にある Amazon Linux 2 を実行する Amazon EC2 インスタンスを作成

または選択します。

EC2 Linux インスタンスの起動の詳細については、[Amazon EC2 User Guide for Linux Instances]
(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の [Step 1: Launch an instance] (ステップ 1: イ
ンスタンスを起動する) を参照してください。

3. Amazon EC2 Linux インスタンスに接続します。詳細については、[Connect to your Linux instance]
(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の [Amazon EC2 User Guide for Linux 
Instances] (Linux インスタンスへの接続) を参照してください。

4. インスタンスの起動時にユーザーデータスクリプトを使用するか、次のコマンドを実行して、FSx for 
ONTAP ボリュームを Linux EC2 インスタンスにマウントします。

sudo mount -t nfs -o nfsvers=NFS_version svm-dns-name:/volume-junction-path /mount-
point
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次の例は、サンプル値を使用しています。

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 svm-01234567890abdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsxontap

また、DNS 名の代わりに SVM の IP アドレス SVM を使用することもできます。

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 198.51.100.1:/vol1 /fsxontap

5. 次のコマンドを使用して、作成したディレクトリにボリュームをマウントします。

sudo mount -t nfs svm-dns-name:/volume-junction-path /fsx

次の例は、サンプル値を使用しています。

sudo mount -t nfs svm-01234567890abdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsx

DNS 名の代わりに SVM の IP アドレス SVM を使用することもできます。

sudo mount -t nfs 198.51.100.1:/vol1 /fsx

iSCSI LUN のマウント
Amazon FSx for NetApp ONTAP は、iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) プロトコルを介
した共有ブロックストレージのサポートを提供します。LUN (論理的なユニット番号) をプロビジョニング
してイニシエーターグループ (igroup) にマッピングし、ブロックストレージを Linux および Windows ホス
トに公開することで、iSCSI ストレージを有効にできます。

トピック
• iSCSI LUN の作成 (p. 29)
• Linux クライアントへの iSCSI LUN のマウント (p. 30)
• Windows クライアントへの iSCSI LUN のマウント (p. 38)

iSCSI LUN の作成
このプロセスでは、ネットアップの ONTAP CLI lun create コマンドを使用して、Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステムに iSCSI LUN を作成する方法について説明します。詳細については、「NetApp 
ONTAP ドキュメントセンター」の「lun create」を参照してください。

Note

LUN サイズより 5% 以上大きいボリュームを使用することをお勧めします。このマージンは、ボ
リュームスナップショット用のスペースを残します。

このプロセスは、ファイルシステム上にボリュームがすでに作成されていることを前提としています。詳
細については、「ボリュームの作成 (p. 130)」を参照してください。

1. NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、次のコマンドを実行して、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシステムの管理ポートで SSH セッションを確立しま
す。management_endpoint_ip をファイルシステムの管理ポートの IP アドレスに置き換えます。
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[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154)」を参照して
ください。

2. lun create コマンドを使用して LUN を作成し、次の値を置き換えます：

• svm_name - iSCSI ターゲットを提供するストレージ仮想マシン (SVM) の名前。ホストはこの値を
使用して LUN に到達します。

• vol_name - LUN をホストするボリュームの名前。
• lun_name - LUN に割り当てる名前。
• size - LUN のバイト単位のサイズ。
• ostype - ホストのオペレーティングシステム (windows_2008 または linux)。Windows のすべて

のバージョンで windows_2008 を使用します。これにより、LUN がオペレーティングシステムに
対する適切なブロックオフセットを確保し、パフォーマンスが最適化されます。

Note

LUN でスペース割り当てを有効にすることをお勧めします。スペース割り当てを有効にする
と、ONTAP は LUN の容量が不足したときにホストに通知し、LUNからデータを削除すると
きにスペースを再利用できます。

> lun create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -size size -ostype ostype -
space-allocation enabled

Created a LUN of size 10g (10737418240)

3. LUN が作成され、オンライン、およびマッピングされていることを確認します。

> lun show

システムは次の出力でレスポンスします。

Vserver   Path                            State   Mapped   Type     Size
--------- ------------------------------- ------- -------- -------- --------
svm_name 
          /vol/vol_name/lun_name          online  unmapped windows  10GB

次のステップ
iSCSI LUN を作成したので、iSCSI LUN をブロックストレージとして使用するプロセスの次のステップ
は、LUN を igroup にマップすることです。詳細については、「Linux クライアントへの iSCSI LUN のマ
ウント (p. 30)」または「Windows クライアントへの iSCSI LUN のマウント (p. 38)」を参照してく
ださい。

Linux クライアントへの iSCSI LUN のマウント
手順で示されている例では、次の設定を使用しています。

• Linux ホストにマウントされる iSCSI LUN はすでに作成されています。詳細については、「iSCSI LUN 
の作成 (p. 29)」を参照してください。
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• iSCSI LUN をマウントしている Linux ホストは、Amazon Linux 2 Amazon マシンイメージ (AMI) を実行
している Amazon EC2 インスタンスです。Amazon VPC によるファイルシステムアクセスコントロー
ル (p. 192) で説明されているように、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを許
可するように設定された VPC セキュリティグループがあります。

• Linux ホストと FSx for ONTAP ファイルシステムは、同じ VPC と AWS アカウント にあります。ホス
トが別のVPCにある場合は、VPC ピアリングまたは AWS Transit Gateway を使用して、他の VPC にボ
リュームの iSCS Iエンドポイントへのアクセスを許可できます。詳細については、「デプロイ用の VPC 
の外部からのデータへのアクセス (p. 17)」を参照してください。

別の Linux AMI を実行している EC2 インスタンスを使用している場合、ホストにインストールされる
ユーティリティの一部がプリインストールされている可能性があり、別のコマンドを使用して必要な
パッケージをインストールする可能性があります。パッケージのインストールを除いて、このセクショ
ンで使用されるコマンドは他の EC2 Linux AMI で有効です。

次の図に示すように、EC2インスタンスはファイルシステムの優先サブネットと同じアベイラビリ
ティーゾーンにあることをお勧めします。

トピック
• Linux クライアントに iSCSI をインストールして設定する (p. 31)
• FSx for ONTAP ファイルシステムで iSCSI を設定する (p. 33)
• Linux クライアントにiSCSI LUN をマウントします (p. 34)

Linux クライアントに iSCSI をインストールして設定する
iSCSI クライアントをインストールするには

1. Linux デバイスに iscsi-initiator-utils と device-mapper-multipath がインストールされ
ていることを確認します。SSH クライアントを使用して Linux インスタンスに接続します。詳細につ
いては、「SSH を使用した Linux インスタンスへの接続」を参照してください。

2. 次のコマンドを使用して、multipath と iSCI クライアントをインストールします。ファイルサー
バー間で自動的にフェイルオーバーしたい場合は、multipath をインストールする必要がありま
す。
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~$ sudo yum install -y device-mapper-multipath iscsi-initiator-utils

3. multipath の使用時にファイルサーバー間で自動的にフェイルオーバーする際のレスポンスを高速
化するには、デフォルト値の 120 を使用する代わりに、/etc/iscsi/iscsid.conf ファイルの置
換タイムアウト値を 5 の値に設定します。

~$ sudo sed -i 's/node.session.timeo.replacement_timeout = .*/
node.session.timeo.replacement_timeout = 5/' /etc/iscsi/iscsid.conf; sudo cat /etc/
iscsi/iscsid.conf | grep node.session.timeo.replacement_timeout

4. iSCSI サービスをスタートします。

~$ sudo service iscsid start

お使いの Linux のバージョンによっては、代わりにこのコマンドを使用しなければならない場合があ
ります。

~$ sudo systemctl start iscsid

5. 次のコマンドを使用して、サービスが実行されていることを確認します。

~$ sudo systemctl status iscsid.service

システムは次の出力でレスポンスします。

iscsid.service - Open-iSCSI  
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; vendor preset: 
 disabled)  
    Active: active (running) since Fri 2021-09-02 00:00:00 UTC; 1min ago 
    Docs: man:iscsid(8) 
    man:iscsiadm(8) 
    Process: 14658 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS) 
    Main PID: 14660 (iscsid) 
    CGroup: /system.slice/iscsid.service 
    ##14659 /usr/sbin/iscsid 
    ##14660 /usr/sbin/iscsid

Linux クライアントで iSCSI を設定するには

1. クライアントがファイルサーバー間で自動的にフェイルオーバーできるようにするには、マルチパス
を設定する必要があります。以下のコマンドを使用します。

~$ sudo mpathconf --enable --with_multipathd y

2. 次のコマンドを使用して、Linux ホストのイニシエーター名を確認します。イニシエーター名の場所
は、iSCSI ユーティリティによって異なります。iscsi-initiator-utils を使用している場合、
イニシエーター名はファイル /etc/iscsi/initiatorname.iscsi にあります。

~$ sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

システムはイニシエーター名でレスポンスします。

InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abcdef12345
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FSx for ONTAP ファイルシステムで iSCSI を設定する
1. 次のコマンドを使用して、iSCSI LUN を作成した FSx for ONTAP ファイルシステムの NetApp 

ONTAP CLI に接続します。詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用する (p. 154)」を参照し
てください。

~$ ssh fsxadmin@your_management_endpoint_ip

2. NetApp ONTAP CLI lun igroup create コマンドを使用してイニシエーターグループ (igroup) を作成
します。イニシエーターグループは iSCSI LUN にマッピングし、どのイニシエーター (クライアント) 
が LUN にアクセスできるかをコントロールします。host_initiator_name を、前の手順で取得し
た Linux ホストのイニシエーター名に置き換えます。

::> lun igroup create -vserver svm_name -igroup igroup_name -
initiator host_initiator_name -protocol iscsi -ostype linux 

この igroup にマップされた LUN を複数のホストで使用できるようにする場合は、コンマで区切っ
て複数のイニシエーター名を指定できます。詳細については、「NetApp ONTAP ドキュメントセン
ター」の「 lun igroup create」を参照してください。

3. 次の lun igroup show コマンドを使用して、igroup が存在することを確認します。

::> lun igroup show

システムは次の出力でレスポンスします。

Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators
--------- ------------ -------- -------- ------------------------------------
svm_name  igroup_name  iscsi    linux    iqn.1994-05.com.redhat:abcdef12345

4. このステップは、iSCSI LUN がすでに作成されていることを前提としています。そうでない場合は、
そのための詳細のステップバイステップについては、「iSCSI LUN の作成 (p. 29)」を参照してく
ださい。

次の属性を指定して、作成した LUN から作成した igroup へのマッピングを lun mapping create を使
用して作成します。

• svm_name - iSCSI ターゲットを提供するストレージ仮想マシンの名前。ホストはこの値を使用して 
LUN に到達します。

• vol_name - LUN をホストしているボリュームの名前。
• lun_name - LUN に割り当てた名前。
• igroup_name - イニシエーターグループの名前。
• lun_id - LUN ID 整数は、LUN 自体ではなく、マッピングに固有です。これは、論理的なユニット

番号がストレージにアクセスするときにイニシエーターにこの値を使用するため、igroup のイニシ
エーターによって使用されます。

::> lun mapping create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -
igroup igroup_name -lun-id lun_id

5. lun show -path コマンドを使用して、LUN が作成され、オンラインになり、マッピングされてい
ることを確認します。

::> lun show -path /vol/vol_name/lun_name -fields state,mapped,serial-hex
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システムは次の出力でレスポンスします。

 Vserver    Path                           serial-hex               state    mapped 
 --------- ------------------------------- ------------------------ -------- --------
 svm_name  /vol/vol_name/lun_name          6c5742314e5d52766e796150 online   mapped

serial_hex 値 (この例では 6c5742314e5d52766e796150) を保存します。これは後のステップ、
ブロックデバイスのわかりやすい名前を作成する際に使用します。

6. network interface show -vserver コマンドを使用して、iSCSI LUNを作成した SVM の
iscsi_1 および iscsi_2 インターフェイスのアドレスを取得します。

::> network interface show -vserver svm_name

システムは次の出力でレスポンスします。

            Logical               Status     Network            Current                 
    Current Is  
Vserver     Interface             Admin/Oper Address/Mask       Node                    
    Port    Home
----------- ----------            ---------- ------------------ -------------           
    ------- ----
svm_name
            iscsi_1               up/up      172.31.0.143/20    
 FSxId0123456789abcdef8-01  e0e     true 
            iscsi_2               up/up      172.31.21.81/20    
 FSxId0123456789abcdef8-02  e0e     true 
            nfs_smb_management_1  
                                  up/up      198.19.250.177/20  
 FSxId0123456789abcdef8-01  e0e     true
3 entries were displayed.

この例では、iscsi_1 の IP アドレスは 172.31.0.143 で、iscsi_2 は 172.31.21.81 です。

Linux クライアントにiSCSI LUN をマウントします
1. Linux クライアントで、次のコマンドを使用して、iscsi_1 の IP アドレス iscsi_1_IP を使用して

ターゲット iSCSI ノードを検出します。

~$ sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal iscsi_1_IP

172.31.0.143:3260,1029 iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3
172.31.21.81:3260,1028 iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3

この例では、iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3 は
優先アベイラビリティーゾーンの iSCSI LUN の target_initiator に対応します。

2. (オプション) target_initiator との追加セッションを確立できます。Amazon EC2 のシングルフ
ロートラフィックの帯域幅制限は 5 Gb/秒 (〜625 MB / 秒) ですが、複数のセッションを作成して、単
一のクライアントからファイルシステムに高レベルのスループットをもたらすことができます。詳細
については、「Linux インスタンスの Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「 Amazon 
EC2 インスタンスネットワーク帯域幅」を参照してください。

次のコマンドは、各アベイラビリティーゾーンの ONTAP ノードごとにイニシエーターごとに 4 つ
のセッションを確立し、クライアントが最大 20 Gb/秒 (2,500 MB / 秒) の集約スループットを iSCSI 
LUN に駆動できるようにします。
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~$ sudo iscsiadm --mode node -T target_initiator --op update -n 
 node.session.nr_sessions -v 4

3. ターゲットイニシエーターにログインします。iSCSI LUN は、使用可能なディスクとして表示されま
す。

~$ sudo iscsiadm --mode node -T target_initiator --login

Logging in to [iface: default, target: 
 iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3, portal: 
 172.31.14.66,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target: 
 iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3, portal: 
 172.31.14.66,3260] successful.

上記の出力は切り捨てられます。各ファイルサーバーのセッションごとに 1 つの Logging in と 1 
つの Login successful レスポンスが表示されます。ノードごとに 4 つのセッションの場合、8 つ
の Logging in および 8 つの Login successful レスポンスがあります。

4. 次のコマンドを使用して、dm-multipath が複数のポリシーを持つ単一の LUN を表示することによ
り、iSCSI セッションを識別してマージしたことを確認します。active としてリストされているデ
バイスと enabled としてリストされているデバイスの数は同じである必要があります。

~$ sudo multipath -ll

出力では、ディスク名は dm-xyz としてフォーマットされます。ここで、xyz は整数です。他にマル
チパスディスクがない場合、この値は dm-0 です。

3600a09806c5742314e5d52766e79614f dm-xyz NETAPP  ,LUN C-Mode       
size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' 
 hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:0:1 sda     8:0   active ready running
| |- 1:0:0:1 sdc     8:32  active ready running
| |- 3:0:0:1 sdg     8:96  active ready running
| `- 4:0:0:1 sdh     8:112 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled 
  |- 2:0:0:1 sdb     8:16  active ready running 
  |- 7:0:0:1 sdf     8:80  active ready running 
  |- 6:0:0:1 sde     8:64  active ready running 
  `- 5:0:0:1 sdd     8:48  active ready running

これで、ブロックデバイスが Linux クライアントに接続されました。パス /dev/dm-xyz の下にあり
ます。このパスを管理目的で使用しないでください。代わりに、パス /dev/mapper/wwid の下にあ
るシンボリックリンクを使用します。wwid は、デバイス間で一貫している LUN の一意の識別子で
す。次のステップでは、wwid にわかりやすい名前を付けて、他のマルチパスディスクと区別できる
ようにします。

ブロックデバイスにフレンドリ名を付けるには

1. デバイスにわかりやすい名前を付けるには、/etc/multipath.conf ファイルにエイリアスを作成
します。これを行うには、好みのテキストエディタを使用してファイルに次のエントリを追加し、次
のプレースホルダーを置き換えます。

• serial_hex を FSx for ONTAP ファイルシステムで iSCSI を設定する (p. 33) の手順で保存し
た値に置き換えます。
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• 例に示すように、プレフィックス 3600a0980 を serial_hex 値に追加します。これは、Amazon 
FSx for NetApp ONTAP が使用する NetApp ONTAP ディストリビューションの固有のプリアンブル
です。

• device_name をデバイスに使用するわかりやすい名に置き換えます。

multipaths { 
    multipath { 
        wwid 3600a0980serial_hex
        alias device_name
    }
}

別の方法として、次のスクリプティングを multipath_alias.sh などの bash ファイルとして
コピーして保存することもできます。スクリプティングは sudo 許可で実行でき、serial_hex
(3600a0980 プレフィックスなし) と device_name をそれぞれのシリアル番号と目的のフレンドリ
名に置き換えます。このスクリプティングは、/etc/multipath.conf ファイル内のコメントさ
れていない multipaths セクションを検索します。もしそれが存在する場合は、そのセクションに
multipath エントリを追加します。それ以外の場合は、ブロックデバイスの multipath エントリ
を含む新しい multipaths セクションが作成されます。

#!/bin/bash
SN=serial_hex
ALIAS=device_name
CONF=/etc/multipath.conf
grep -q '^multipaths {' $CONF
UNCOMMENTED=$?
if [ $UNCOMMENTED -eq 0 ]
then 
        sed -i '/^multipaths {/a\\tmultipath {\n\t\twwid 3600a0980'"${SN}"'\n\t\talias 
 '"${ALIAS}"'\n\t}\n' $CONF
else 
        printf "multipaths {\n\tmultipath {\n\t\twwid 3600a0980$SN\n\t\talias $ALIAS\n
\t}\n}" >> $CONF
fi

2. /etc/multipathd.conf への変更を有効にするには、multipathd サービスを再起動します。

~$ systemctl restart multipathd.service

LUN をパーティション分割するには

次のステップでは、fdisk を使用して LUN をフォーマットおよびパーティション分割すします。

1. 次のコマンドを使用して、device_name へのパスが存在することを確認します。

~$ ls /dev/mapper/device_name

/dev/device_name

2. fdisk を使用してディスクをパーティション分割します。インタラクティブなプロンプトを入力しま
す。表示されている順序でオプションを入力します。Last sector 値は、iSCSI LUN のサイズ (この
例では 10GB) によって異なることに注意してください。最後のセクター (この例では 20971519) よ
りも小さい値を使用して、複数のパーティションを作成できます。
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~$ sudo fdisk /dev/mapper/device_name

fsdisk インタラクティブプロンプトが起動します。

Welcome to fdisk (util-linux 2.30.2).  

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  

Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x66595cb0.  

Command (m for help): n 
Partition type  
   p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)  
   e extended (container for logical partitions)  
Select (default p): p 
Partition number (1-4, default 1): 1 
First sector (2048-20971519, default 2048): 2048 
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default 20971519): 20971519
                                    
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 512 B.
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks. 

w を入力すると、新しいパーティション /dev/mapper/partition_name が使用可能になりま
す。partition_name の形式は <device_name><partition_number>です。前のステップの
fdisk コマンドで使用されたパーティション番号として、1 が使用されました。

3. パスとして /dev/mapper/partition_name を使用してファイルシステムを作成します。

~$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/partition_name

システムは次の出力でレスポンスします。

mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Discarding device blocks: done  
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=16 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2151677952
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:  
     32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done 
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Linux クライアントに LUN をマウントするには

1. ファイルシステムのマウントポイントとしてディレクトリ directory_path を作成します。

~$ sudo mkdir /directory_path/mount_point

2. 次のコマンドを使用してファイルシステムをマウントします。

~$ sudo mount -t ext4 /dev/mapper/partition_name /directory_path/mount_point

3. (オプション) マウントディレクトリの所有権をユーザーに変更できます。username を自分のユー
ザーネームに置き換えます。

~$ sudo chown username:username /directory_path/mount_point

4. (オプション) ファイルシステムとの間でデータの読み取りと書き込みができることを確認します。

~$ echo "Hello world!" > /directory_path/mount_point/HelloWorld.txt
~$ cat directory_path/HelloWorld.txt
Hello world!

これで、Linux クライアントに iSCSI LUN が正常に作成されてマウントされました。

Windows クライアントへの iSCSI LUN のマウント
手順で示されている例では、次の設定を使用しています。

• Windows ホストにマウントされる iSCSI LUN はすでに作成されています。詳細については、「iSCSI 
LUN の作成 (p. 29)」を参照してください。

• iSCSI LUN をマウントしている Microsoft Windows ホストは、Microsoft Windows Server 2019 Amazon 
マシンイメージ (AMI) を実行している Amazon EC2 インスタンスです。Amazon VPC によるファイル
システムアクセスコントロール (p. 192) で説明されているように、インバウンドトラフィックとアウ
トバウンドトラフィックを許可するように設定された VPC セキュリティグループがあります。

セットアップで別の Microsoft Windows AMI を使用している可能性があります。
• クライアントとファイルシステムは同じ VPC と AWS アカウント にあります。クライアントが別の 

VPC にある場合は、VPC ピアリングまたは AWS Transit Gateway を使用して、他の VPC に iSCSI エ
ンドポイントへのアクセスを許可できます。詳細については、「デプロイ用の VPC の外部からのデータ
へのアクセス (p. 17)」を参照してください。

次の図に示すように、EC2インスタンスはファイルシステムの優先サブネットと同じアベイラビリ
ティーゾーンにあることをお勧めします。
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トピック
• Windows クライアントで iSCSI を設定する (p. 39)
• FSx for ONTAP ファイルシステムで iSCSI を設定する (p. 40)
• Windows クライアントに iSCSI LUN をマウントします (p. 41)

Windows クライアントで iSCSI を設定する
1. Windows リモートデスクトップを使用して、iSCSI LUN をマウントする Windows クライアントに接

続します。詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「RDP を使用し
て Windows インスタンスに接続する」を参照してください。

2. 管理者として Windows PowerShell を開きます。次のコマンドを使用して、Windows インスタンスで 
iSCSI を有効にし、iSCSI サービスが自動的にスタートするように設定します。

PS C:\> Start-Service MSiSCSI 
PS C:\> Set-Service -Name msiscsi -StartupType Automatic 

3. Windows インスタンスのイニシエーター名を取得します。この値は、NetApp ONTAP CLI を使用して 
FSx for ONTAP ファイルシステムで iSCSI を設定する際に使用します。

PS C:\> (Get-InitiatorPort).NodeAddress

システムはイニシエーターポートでレスポンスします。

iqn.1991-05.com.microsoft:ec2amaz-abc123d 

4. クライアントがファイルサーバー間で自動的にフェイルオーバーできるようにするには、Windows イ
ンスタンスに Multipath-IO (MPIO) をインストールする必要があります。以下のコマンドを使用し
ます。

PS C:\> Install-WindowsFeature Multipath-IO
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5. Multipath-IO のインストールが完了したら、Windows インスタンスを再起動します。次のセク
ションで iSCSI LUN をマウントする手順を実行するには、Windows インスタンスを開いたままにし
ます。

FSx for ONTAP ファイルシステムで iSCSI を設定する
1. 次のコマンドを使用して、iSCSI LUN を作成した FSx for ONTAP ファイルシステムの NetApp 

ONTAP CLI に接続します。詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用する (p. 154)」を参照し
てください。

~$ ssh fsxadmin@your_management_endpoint_ip

2. NetApp ONTAP CLI lun igroup create を使用して、イニシエーターグループまたは igroup を作成
します。イニシエータグループは iSCSI LUN にマップし、どのイニシエーター (クライアント) が 
LUN にアクセスできるかをコントロールします。host_initiator_name を、前の手順で取得した 
Windows ホストのイニシエーター名に置き換えます。

::> lun igroup create -vserver svm_name -igroup igroup_name -
initiator host_initiator_name -protocol iscsi -ostype windows

この igroup にマッピングされた LUN を複数のホストで使用できるようにする場合は、複数のコン
マ区切りのイニシエーター名を指定できます。詳細については、「NetApp ONTAP ドキュメントセン
ター」の「lun igroup create」を参照してください。

3. 次のコマンドを使用して、igroup が正常に作成されたことを確認します。

::> lun igroup show

システムは次の出力でレスポンスします。

Vserver    Igroup        Protocol OS Type  Initiators  
---------  ------------  -------- -------- ------------------------------------ 
svm_name   igroup_name   iscsi    windows  iqn.1994-05.com.windows:abcdef12345

igroup を作成したら、LUN を作成して igroup にマッピングする準備が整います。
4. このステップは、iSCSI LUN がすでに作成されていることを前提としています。そうでない場合は、

そのための詳細のステップバイステップについては、「iSCSI LUN の作成 (p. 29)」を参照してく
ださい。

LUN から新しい igroup への LUN マッピングを作成します。

::> lun mapping create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -
igroup igroup_name -lun-id lun_id

5. 次のコマンドを使用して、LUN が作成され、オンラインになり、マッピングされていることを確認し
ます。

::> lun show -path /vol/vol_name/lun_name 
Vserver     Path                            State   Mapped   Type     Size  
---------   ------------------------------- ------- -------- -------- -------- 
svm_name    /vol/vol_name/lun_name          online  mapped   windows  10GB 

これで、Windows インスタンスに iSCSI ターゲットを追加する準備が整いました。
6. 次のコマンドを使用して、SVM の iscsi_1 および iscsi_2 インターフェイスの IP アドレスを取得

します。

40

https://docs.netapp.com/us-en/ontap-cli-9111/lun-igroup-create.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-cli-9111/lun-create.html#parameters


FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド
Windows クライアントへの iSCSI LUN のマウント

::> network interface show -vserver svm_name

            Logical    Status     Network            Current       Current Is  
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home  
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- 
svm_name 
            iscsi_1    up/up      172.31.0.143/20    FSxId0123456789abcdef8-01  
                                                                   e0e     true  
            iscsi_2    up/up      172.31.21.81/20    FSxId0123456789abcdef8-02  
                                                                   e0e     true  
            nfs_smb_management_1  
                       up/up      198.19.250.177/20  FSxId0123456789abcdef8-01  
                                                                   e0e     true  
3 entries were displayed.

この例では、iscsi_1 の IP アドレスは 172.31.0.143 で、iscsi_2 は 172.31.21.81 です。

Windows クライアントに iSCSI LUN をマウントします
1. Windows インスタンスで、管理者として PowerShell ターミナルを開きます。
2. 次のことを行う .ps1 スクリプティングを作成します。

• 各ファイルシステムの iSCSI インターフェイスに接続します。
• iSCSI 用の MPIO を追加および設定します。
• iSCSI 接続ごとに 4 つのセッションを確立します。これにより、クライアントは最大 20 Gb/秒 

(2,500 MB / 秒) の集約スループットを iSCSI LUN に駆動できます。詳細については、「Windows 
インスタンスの Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンス
ネットワーク帯域幅」を参照してください。

次の一連のコマンドをファイルにコピーして、.psl スクリプトを作成します。

• iscsi_1 と iscsi_2 を、前のステップで取得した IP アドレスに置き換えます。
• ec2_ip を Windows インスタンスの IP アドレスに置き換えます。

#iSCSI IP addresses for Preferred and Standby subnets  
$TargetPortalAddresses = @("iscsi_1","iscsi_2")  
                                     
#iSCSI Initator IP Address (Local node IP address)  
$LocaliSCSIAddress = "ec2_ip"  
                                     
#Connect to FSx for NetApp ONTAP file system  
Foreach ($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses) {  
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress $TargetPortalAddress -TargetPortalPortNumber 
 3260 -InitiatorPortalAddress $LocaliSCSIAddress  
}  
                                     
#Add MPIO support for iSCSI  
New-MSDSMSupportedHW -VendorId MSFT2005 -ProductId iSCSIBusType_0x9  
                                     
#Establish iSCSI connection  
1..4 | %{Foreach($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses)
{Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsMultipathEnabled $true -TargetPortalAddress 
 $TargetPortalAddress -InitiatorPortalAddress $LocaliSCSIAddress -IsPersistent $true}}  
                                     
#Set the MPIO Policy to Round Robin  
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Set-MSDSMGlobalDefaultLoadBalancePolicy -Policy RR 

3. Windows ディスク管理アプリケーションを起動します。Windows の実行ダイアログボックスを開
き、diskmgmt.msc と入力して、[Enter] を押します。ディスク管理アプリケーションが開きます。

4. 未割り当てのディスクを見つけます。これは iSCSI LUN です。この例では、ディスク 1 が iSCSI ディ
スクです。オフラインです。

ディスク 1 にカーソルを合わせてボリュームをオンラインにし、右クリックして [Online] (オンライ
ン) を選択します。

Note

ストレージエリアネットワーク (SAN) ポリシーを変更して、新しいボリュームが自動的にオ
ンラインになるようにすることができます。詳細については、「Microsoft Windows Server 
コマンドリファレンス」の「SAN ポリシー」を参照してください。
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5. ディスクを初期化するには、カーソルをディスク 1 の上に置いて右クリックし、[Initialize] (初期化) を
選択します。初期化ダイアログが表示されます。[OK] を選択してディスクを初期化します。

6. 通常どおりにディスクをフォーマットします。フォーマットが完了すると、iSCSI ドライブは 
Windows クライアントで使用可能なドライブとして表示されます。

他の AWS サービスで FSx for ONTAP を使用する
Amazon EC2 に加えて、ボリュームで他の AWS サービスを使用してデータにアクセスできます。

トピック
• FSx for ONTAP での Amazon WorkSpaces の使用 (p. 43)
• FSx for ONTAP で Amazon Elastic Container Service を使用する (p. 47)
• FSx for ONTAP で VMware Cloud を使用する (p. 50)

FSx for ONTAP での Amazon WorkSpaces の使用
FSx for ONTAP を Amazon WorkSpaces と共に使用して、共有ネットワーク添付ドストレージ (NAS) 
を提供したり、Amazon WorkSpaces アカウントのローミングプロファイルを保存したりできま
す。WorkSpace インスタンスで SMB ファイル共有に接続した後、ユーザーはファイル共有でファイルを
作成および編集できます。

次の手順は、Amazon FSx と Amazon WorkSpaces を使用して、移動プロファイルとホームフォルダへの
アクセスに一貫したエクスペリエンスを提供し、Windows および Linux WorkSpace ユーザーに共有チー
ムフォルダを提供する方法を示しています。Amazon WorkSpaces を初めて使用する場合は、「Amazon 
WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpace 高速セットアップを開始する」手順に従って、最初の Amazon 
WorkSpaces 環境を作成できます。

トピック
• ローミングプロファイルのサポートを提供 (p. 43)
• 共通ファイルにアクセスするための共有フォルダを指定する (p. 46)

ローミングプロファイルのサポートを提供
Amazon FSx を使用して、組織内のユーザーにローミングプロファイルのサポートを提供できます。
ユーザーは、自分のローミングプロファイルのみにアクセスする許可があります。フォルダは、アク
ティブディレクトリのグループポリシーを使用して自動的に接続されます。ローミングプロファイル
で、Amazon FSx ファイル共有をログオフすると、ユーザーのデータとデスクトップ設定が保存され、ド
キュメントと設定を異なる WorkSpace インスタンス間で共有し、Amazon FSx の自動の日次バックアッ
プを使用して自動的にバックアップされます。

ステップ 1: Amazon FSx を使用してドメインユーザー用のプロファイルフォルダの場所を作成す
る

1. Amazon FSx コンソールを使用して FSx for ONTAP ファイルシステムを作成します。詳細について
は、「ファイルシステムの作成方法 (コンソール) (p. 115)」を参照してください。

Important

各 FSx for ONTAP ファイルシステムには、ファイルシステムに関連付けられたエンド
ポイントが作成されるエンドポイント IP アドレス範囲があります。マルチ AZ ファイル
システムの場合、FSx for ONTAP は、エンドポイント IP アドレス範囲として、デフォ
ルトの 198.19.0.0/16 からの未使用の IP アドレス範囲を選択します。この IP アドレス
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範囲は、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpace の IP アドレスとポート
の要件」で説明するように、WorkSpace でも管理トラフィック範囲に使用されます。そ
の結果、WorkSpace からマルチ AZ FSx for ONTAP ファイルシステムにアクセスするに
は、198.19.0.0/16 と重複しないエンドポイント IP アドレス範囲を選択する必要がありま
す。

2. アクティブディレクトリに参加しているストレージ仮想マシン (SVM) がない場合は、ここで作成し
ます。例えば、fsx という名前の SVM をプロビジョニングして、セキュリティスタイルを NTFS
に設定することができます。詳細については、「ストレージ仮想マシンを作成するには (コンソー
ル) (p. 124)」を参照してください。

3. SVM のボリュームを作成します。例えば、SVM ルートボリュームのセキュリティスタイルを継承す
る fsx-vol という名前のボリュームを作成できます。詳細については、「ボリュームを作成するに
は (コンソール) (p. 131)」を参照してください。

4. ボリュームに SMB 共有を作成します。例えば、fsx-vol という名前のボリュームに workspace と
いう名前の共有を作成し、その中に profiles という名前のフォルダーを作成できます。詳細につい
ては、「SMB 共有の管理 (p. 137)」を参照してください。

5. Windows Server を実行する Amazon EC2 インスタンスまたは WorkSpace から Amazon FSx SVM に
アクセスします。詳細については、「データへのアクセス (p. 16)」を参照してください。

6. Windows WorkSpace インスタンスで Z:\ に共有をマッピングします。

ステップ 2: FSx for ONTAP ファイル共有をユーザーアカウントにリンクする

1. テストユーザーの WorkSpace で、Windows > システム > システムの詳細設定 を選択します。
2. [System Properties] (システムプロパティ) で、[Advanced] (詳細設定) タブを選択し、[User Profiles]

(ユーザープロファイル) セクションの [Settings] (設定) ボタンを押します。ログインしているユーザー
のプロファイルタイプは Local になります。

3. WorkSpace からテストユーザーをログアウトします。
4. Amazon FSx ファイルシステム上にローミングプロファイルを配置するようにテストユーザーを設定

します。管理者 WorkSpace で、PowerShell コンソールを開き、次の例のようなコマンドを使用しま
す (ステップ 1 で作成した profiles フォルダを使用するもの)。

Set-ADUser username -ProfilePath \\filesystem-dns-name\sharename\foldername\username
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例:

Set-ADUser testuser01 -ProfilePath \\fsx.fsxnworkspaces.com\workspace\profiles
\testuser01

5. テストユーザー WorkSpace にログオンします。
6. [System Properties] (システムプロパティ) で、[Advanced] (詳細設定) タブを選択し、[User Profiles]

(ユーザープロファイル) セクションの [Settings] (設定) ボタンを押します。ログインしているユーザー
のプロファイルタイプは Roaming になります。

7. FSx for ONTAP 共有フォルダを参照します。profiles フォルダにユーザーのフォルダが表示されま
す。
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8. テストユーザーの Documents フォルダでドキュメントを作成する
9. WorkSpace からテストユーザーをログアウトします。
10. テストユーザーとして再度ログオンし、プロファイルストアを参照すると、作成したドキュメントが

表示されます。

共通ファイルにアクセスするための共有フォルダを指定する
Amazon FSx を使用して、組織内のユーザーに共有フォルダを提供できます。共有フォルダは、デモファ
イル、コード例、すべてのユーザーが必要とする取扱説明書など、ユーザーコミュニティが使用するファ
イルを保存するために使用できます。通常、共有フォルダ用にドライブがマッピングされていますが、
マッピングされたドライブには文字が使用されるため、使用できる共有数には制限があります。この手順
では、ドライブの文字なしで利用可能な Amazon FSx 共有フォルダが作成されるため、チームへの共有の
割り当てをより柔軟に行うことができます。

Linux と Windows WorkSpace の両方からクロスプラットフォームアクセスの共有フォルダをマウ
ントするには

1. タスクバーで、場所 > サーバーに接続を選択します。

a. [Server] (サーバー) に「file-system-dns-name」と入力します。
b. タイプを Windows share に設定します。
c. 共有を workspace などの SMB 共有の名前に設定します。
d. フォルダは / のままにするか、team-shared という名前のフォルダなどのフォルダに設定する

ことができます。
e. Linux WorkSpace の場合、Linux WorkSpace が Amazon FSx 共有と同じドメインにあれば、ユー

ザーの詳細を入力する必要はありません。
f. [Connect] (接続) を選択します。
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2. 接続が確立されると、workspace という名前の SMB 共有に共有フォルダが表示されます (この例で
は team-shared という名前)。

FSx for ONTAP で Amazon Elastic Container Service 
を使用する
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムには、Amazon EC2 Linux または Windows インスタン
ス上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Docker コンテナからアクセスできます。
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Amazon ECS Linux コンテナでのマウント
1. Linux コンテナ用の EC2 Linux + ネットワーククラスターテンプレートを使用して、ECS クラス

ターを作成します。詳細については、[Amazon Elastic Container Service Developer Guide] (Amazon 
Elastic Container Service デベロッパーガイド) の クラスターの作成 を参照してください。

2. 次のように、SVM ボリュームをマウントするための EC2 インスタンス上にディレクトリを作成しま
す。

sudo mkdir /fsxontap

3. インスタンスの起動時にユーザーデータスクリプトを使用するか、次のコマンドを実行して、FSx for 
ONTAP ボリュームを Linux EC2 インスタンスにマウントします。

sudo mount -t nfs svm-ip-address:/vol1 /fsxontap

4. 次のコマンドを使用して、ボリュームをマウントします。

sudo mount -t nfs -o nfsvers=NFS_version svm-dns-name:/volume-junction-path /fsxontap

次の例は、サンプル値を使用しています。

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 svm-01234567890abdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsxontap

また、DNS 名の代わりに SVM の IP アドレス SVM を使用することもできます。

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 198.51.100.1:/vol1 /fsxontap

5. Amazon ECS タスク定義を作成する場合、JSON コンテナの定義に以下の volumes と
mountPoints コンテナプロパティを追加します。sourcePath を FSx for ONTAP ファイルシステ
ム内のマウントポイントとディレクトリに置き換えます。

{ 
    "volumes": [ 
        { 
            "name": "ontap-volume", 
            "host": { 
                "sourcePath": "mountpoint" 
            } 
        } 
    ], 
    "mountPoints": [ 
        { 
            "containerPath": "containermountpoint", 
            "sourceVolume": "ontap-volume" 
        } 
    ], 
    . 
    . 
    .
}
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Amazon ECS Windows コンテナへのマウント
1. Windows コンテナ用の EC2 Windows + ネットワーククラスターテンプレートを使用して、ECS 

クラスターを作成します。詳細については、[Amazon Elastic Container Service Developer Guide] 
(Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド) の クラスターの作成 を参照してください。

2. ドメインに参加している Windows EC2 インスタンスを ECS Windows クラスターに追加し、SMB 共
有をマッピングします。

アクティブディレクトリドメインに参加している ECS 最適化された Windows EC2 インスタンスを起
動し、次のコマンドを実行して ECS エージェントを初期化します。

PS C:\Users\user> Initialize-ECSAgent -Cluster windows-fsx-cluster -EnableTaskIAMRole

次のように、スクリプト内の情報をユーザーデータテキストフィールドに渡すこともできます。

<powershell>
Initialize-ECSAgent -Cluster windows-fsx-cluster -EnableTaskIAMRole
</powershell>

3. SMB 共有をドライブにマッピングできるように、EC2 インスタンスで SMB グローバルマッピン
グを作成します。FSx ファイルシステムと共有名の netbios または DNS 名の下の値を置き換えま
す。Linux EC2 インスタンスにマウントされた NFS ボリューム vol1 は、FSx ファイルシステム上の 
CIFS 共有 fsxontap として設定されます。

vserver cifs share show -vserver svm08 -share-name fsxontap 

                                      Vserver: svm08 
                                        Share: fsxontap 
                     CIFS Server NetBIOS Name: FSXONTAPDEMO
                                         Path: /vol1 
                             Share Properties: oplocks 
                                               browsable 
                                               changenotify 
                                               show-previous-versions 
                           Symlink Properties: symlinks 
                      File Mode Creation Mask: - 
                 Directory Mode Creation Mask: - 
                                Share Comment: - 
                                    Share ACL: Everyone / Full Control 
                File Attribute Cache Lifetime: - 
                                  Volume Name: vol1 
                                Offline Files: manual 
                Vscan File-Operations Profile: standard 
            Maximum Tree Connections on Share: 4294967295 
                   UNIX Group for File Create: -

4. 次のコマンドを使用して、EC2 インスタンスに SMB グローバルマッピングを作成します。

New-SmbGlobalMapping -RemotePath \\fsxontapdemo.fsxontap.com\fsxontap -LocalPath Z:

5. Amazon ECS タスク定義を作成する場合、JSON コンテナの定義に以下の volumes と
mountPoints コンテナプロパティを追加します。sourcePath を FSx for ONTAP ファイルシステ
ム内のマウントポイントとディレクトリに置き換えます。

{ 
    "volumes": [ 
        { 
            "name": "ontap-volume", 
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            "host": { 
                "sourcePath": "mountpoint" 
            } 
        } 
    ], 
    "mountPoints": [ 
        { 
            "containerPath": "containermountpoint", 
            "sourceVolume": "ontap-volume" 
        } 
    ], 
    . 
    . 
    .
}

FSx for ONTAP で VMware Cloud を使用する
FSx for ONTAP は、VMware Cloud on AWS ソフトウェアで定義されたデータセンター (SDDC) の外部
データストアとして使用できます。詳細については、「Amazon FSx for NetApp ONTAP を外部ストレー
ジとして構成する」と「VMware Cloud on AWS と FSx for NetApp ONTAP の統合デプロイガイド」を参
照してください。
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可用性と耐久性
Amazon FSx for NetApp ONTAP は、さまざまなレベルの可用性と耐久性を提供するシングル AZ とマル
チ AZ の 2 つのデプロイタイプを使用します。このトピックでは、ワークロードに適したデプロイを選択
する際の参照となるよう、各デプロイタイプの可用性と耐久性の機能について説明します。サービスの
可用性の SLA (サービスレベルアグリーメント) については、「Amazon FSx Service Level Agreement」
(Amazon FSx サービスレベルアグリーメント) を参照してください。

トピック
• ファイルシステムのデプロイタイプを選択 (p. 51)
• FSx for ONTAP のフェイルオーバープロセス (p. 53)
• ネットワークリソース (p. 54)

ファイルシステムのデプロイタイプを選択
シングル AZ およびマルチ AZ のファイルシステムのデプロイタイプの可用性と耐久性の機能について
は、以降のセクションを参照してください。

シングル AZ デプロイデプロイタイプ
シングル AZ ファイルシステムを作成すると、Amazon FSx は、アクティブ/スタンバイ構成のファイル
サーバーのペアを自動的にプロビジョニングします。それぞれのサーバーは、AWS リージョンの単一のア
ベイラビリティーゾーン内の個別の障害ドメインに配置されます。計画されたファイルシステムのメンテ
ナンス中、または計画外のサービス中断中、Amazon FSx はセカンダリファイルサーバーに自動的にフェ
イルオーバーします (一般的に数秒以内)。フェイルオーバー中、手動での介入なしにデータへのアクセス
を継続できます。

高い可用性を維持するため、Amazon FSx はハードウェア障害を継続的にモニタリングし、障害発生
時にはインフラストラクチャのコンポーネントを自動的に置き換えます。高い耐久性を実現するため
に、Amazon FSx は、アベイラビリティーゾーン内のデータを自動的にレプリケートし、コンポーネント
の障害からデータを保護します。さらに、ファイルシステムデータの自動日次バックアップを設定する
こともできます。これらのバックアップは複数のアベイラビリティーゾーンに保存され、すべてのバック
アップデータに対してマルチ AZの回復性を提供します。

シングル AZ ファイルシステムは、マルチ AZ ファイルシステムのデータ回復モデルを必要としないユー
スケース向けに設計されています。開発環境やテスト環境などのユースケース、またはアベイラビリ
ティーゾーン内のデータをレプリケートするだけで、オンプレミスまたは他の AWS リージョン にすで
に保存されているデータのセカンダリコピーを保存するための、コスト最適化ソリューションを提供しま
す。

下の図は、FSx for ONTAP のシングル AZ ファイルシステムのアーキテクチャを示します。
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マルチ AZ デプロイのタイプ
マルチ AZ ファイルシステムは、シングル AZ ファイルシステムの可用性と耐久性の機能をすべてサポー
トしています。さらに、アベイラビリティーゾーンが利用できない場合でも、データに継続的な可用性
を提供するように設計されています。マルチ AZ 配置では、スタンバイファイルサーバーは、同じ AWS 
リージョン 内のアクティブなファイルサーバーとは異なるアベイラビリティーゾーンにデプロイされま
す。ファイルシステムに書き込まれるすべての変更は、アベイラビリティーゾーン間で同期的にスタンバ
イにレプリケートされます。

マルチ AZ ファイルシステムは、共有された ONTAP ファイルデータに高い可用性を要求し、アベイラビ
リティーゾーン間でのレプリケーションが組み込まれたストレージを必要とする、ビジネスクリティカル
なプロダクションワークロードなどのユースケース向けに設計されていす。下の図は、FSx for ONTAP の
マルチ AZ ファイルシステムのアーキテクチャを示します。
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FSx for ONTAP のフェイルオーバープロセス
シングル AZ とマルチ AZ のファイルシステムは、以下のいずれかの条件が発生した場合、優先またはア
クティブファイルサーバーからスタンバイファイルサーバーに自動的にフェイルオーバーします。

• 優先またはアクティブファイルサーバーは使用できなくなります
• ファイルシステムのスループットキャパシティが変更されました
• 優先またはアクティブファイルサーバーでは、予定されているメンテナンスが実行されます
• アベイラビリティーゾーンが停止します (マルチ AZ ファイルシステムのみ)

あるファイルサーバーから別のファイルサーバにフェイルオーバーすると、新しいアクティブファイル
サーバーは自動的にすべてのファイルシステムの読み取りおよび書き込みリクエストを処理し始めます。
マルチ AZ ファイルシステムの場合、優先ファイルサーバーが完全に復旧して利用可能になると、Amazon 
FSx は自動的にそのサーバーにフェイルバックします。通常、フェイルバックは 60 秒以内に完了しま
す。シングル AZ とマルチ AZ のファイルシステムの場合、アクティブファイルサーバーでの障害検出か
らスタンバイファイルサーバーのアクティブステータスへの昇格までのフェイルオーバーの処理は、通常 
60 秒以内に完了します。クライアントが NFS または SMB 経由でデータにアクセスするために使用する
エンドポイント IP アドレスは同じであるため、フェイルオーバーは Linux、Windows、および macOS ア
プリケーションに対して透過的であり、手動による介入なしにファイルシステムオペレーションが再開さ
れます。
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FSx for ONTAP のシングル AZ とマルチ AZ のファイルシステムに接続されたクライアントに対してフェ
イルオーバーを透過的に行うには、「AWS 内からデータにアクセスする (p. 17)」を参照してください。

ファイルシステムでフェイルオーバーをテストする
スループットキャパシティを変更することで、ファイルシステムのフェイルオーバーをテストすることが
できます。ファイルシステムのスループットキャパシティを変更すると、Amazon FSx はファイルシステ
ムのファイルサーバーを順次切り替えます。ファイルシステムはセカンダリサーバーに自動的にフェイル
オーバーし、Amazon FSx は優先ファイルサーバーを最初に置き換えます。更新されると、ファイルシス
テムは自動的に新しいプライマリサーバーにフェイルバックし、Amazon FSx がセカンダリファイルサー
バーを置き換えます。

Amazon FSx コンソール、CLI、および API で、スループットキャパシティ更新リクエストの進行状況を
モニタリングできます。ファイルシステムのスループットキャパシティの変更、およびリクエストの進行
状況のモニタリングに関する詳細については、「スループット容量の管理 (p. 146)」を参照してくださ
い。

ネットワークリソース
このセクションでは、シングル AZ とマルチ AZ のファイルシステムによって消費されるネットワークリ
ソースについて説明します。

サブネット
シングル AZ ファイルシステムを作成する際は、ファイルシステムに対して単一のサブネットを指定しま
す。選択したサブネットは、ファイルシステムが作成されるアベイラビリティーゾーンを定義します。マ
ルチ AZ ファイルシステムを作成する場合、2 つのサブネットを指定します。1 つは優先ファイルサーバー
用、もう 1 つはスタンバイファイルサーバー用です。選択する 2 つのサブネットは、同じ AWS リージョ
ン 内の異なるアベイラビリティーゾーンに存在している必要があります。詳細については、「Amazon 
Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「Amazon VPC とは?」を参照してください。

Note

指定したサブネットに関係なく、ファイルシステムの VPC 内の任意のサブネットからファイルシ
ステムにアクセスできます。

ファイルシステム Elastic Network Interface
シングル AZ ファイルシステムの場合、Amazon FSx は、ファイルシステムに関連付けられているサブ
ネットに 2 つの Elastic Network Interface (ENI) をプロビジョニングします。マルチ AZ ファイルシステム
の場合、Amazon FSx は、ファイルシステムに関連付けられている各サブネットに 1 つずつ、2 つの ENI 
をプロビジョニングします。クライアントは、ENI を使用して Amazon FSx ファイルシステムと通信しま
す。このネットワークインターフェイスは、アカウントの VPC の一部であるにもかかわらず、Amazon 
FSx のサービス範囲内であると見なされます。マルチ AZ ファイルシステムは、フローティング IP アドレ
スを使用します。

Warning

• ファイルシステムに関連付けられている Elastic Network Interface は、変更または削除しないで
ください。このネットワークインターフェイスを変更または削除すると、VPC とファイルシス
テムとの間の接続が完全に失われる可能性があります。

• ファイルシステムに関連付けられた伸縮自在なネットワークインターフェイスには、ルートが
自動的に作成され、デフォルトの VPC とサブネットのルートテーブルに追加されます。これら
のルートを変更または削除すると、ファイルシステムクライアントの接続が一時的または永続
的に失われる可能性があります。
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以下の表は、FSx for ONTAP ファイルシステムの各デプロイタイプのサブネット、Elastic Network 
Interface および IP アドレスリソースの概要を示したものです。

  シングル AZ マルチ AZ

サブネット数 1 2

Elastic Network 
Interface 数

2 2

ENI あたりの IP 
アドレス番号

1 + ファイルシステ
ム内のファイルの数

1 + ファイルシステ
ム内のファイルの数

VPC のルートテー
ブルのルート数

該当なし 1 + ファイルシステ
ム内のファイルの数

ファイルシステムまたは SVM が作成されると、ファイルシステムが削除されるまでその IP アドレスは変
更されません。

Important

Amazon FSx は、パブリックインターネットからのファイルシステムへのアクセス、またはファ
イルシステムへの公開をサポートしていません。Amazon FSx は、インターネットから到達可能
なパブリック IP アドレスである Elastic IP アドレスを自動的にデタッチし、ファイルシステムの 
Elastic Network Interface に接続します。
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ストレージ容量の管理
Amazon FSx for NetApp ONTAP は、ファイルシステムのストレージ容量を管理するために使用できる、
ストレージ関連の機能を数多く提供しています。

トピック
• FSx for ONTAP ストレージ階層 (p. 56)
• SSD ストレージ容量の選択 (p. 57)
• ストレージ容量と IOPS (p. 59)
• ストレージ使用率のモニタリング (p. 69)
• FSx for ONTAP ストレージの効率化 (p. 72)
• ボリュームデータの階層化 (p. 73)
• ボリュームストレージ容量 (p. 75)

FSx for ONTAP ストレージ階層
ストレージ階層は、Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムの物理的なストレージメディアで
す。FSx for ONTAP は、次のストレージ階層を提供します。

• SSD 階層 — データセットのアクティブな部分専用に設計された、ユーザーがプロビジョニングする高
性能ソリッドステートドライブ (SSD) ストレージです。

• 容量プール層 — ペタバイト規模まで自動的に拡張する、伸縮自在なストレージで、アクセス頻度の低い
データに対してコストを最適化します。

FSx for ONTAP ボリュームは、フォルダと同様にストレージ容量を消費しない仮想リソースです。保存
するデータ、そして物理的なストレージを消費するデータは、ボリューム内に格納されます。ボリューム
の作成時に、サイズを指定します。サイズは、作成後に変更できます。FSx for ONTAP ボリュームはシ
ンプロビジョニングされ、ファイルシステムストレージは事前に予約されません。代わりに、SSD と容
量プールのストレージは必要に応じて動的に割り当てられます。ボリュームレベルで構成する階層化ポリ
シー (p. 73)は、SSD 階層に保存されているデータを容量プール階層に移行するかどうか、いつ移行す
るかを決定します。

次の図は、ファイルシステム内の複数の FSx for ONTAP ボリュームにまたがって配置されたデータの例を
示しています。
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次の図は、前の図の 4 つのボリューム内のデータによって、ファイルシステムの物理ストレージ容量が、
どのように消費されるかを示しています。

ファイルシステムの各ボリュームの要件に最適な階層化ポリシーを選択することで、ストレージコストを
削減できます。詳細については、「ボリュームデータの階層化 (p. 73)」を参照してください。

SSD ストレージ容量の選択
FSx for ONTAP ファイルシステムの SSD ストレージ容量を選択する際には、データの保存に使用できる 
SSD ストレージの容量に影響する次の項目を考慮する必要があります。

• NetApp ONTAP ソフトウェアのオーバーヘッド用に予約されたストレージ容量です。
• ファイルメタデータ
• 最近書き込まれたデータ
• SSD ストレージに保存する予定のファイルです (冷却期間に達していないデータや、最近読み込んで 

SSD に取り出したデータなど)。

トピック
• SSD ストレージの使用方法 (p. 57)
• SSD 容量の推奨使用率 (p. 58)
• SSD のサイジングの例 (p. 58)

SSD ストレージの使用方法
ファイルシステムの SSD ストレージは、NetApp ONTAP ソフトウェア (オーバーヘッド)、ファイルメタ
データ、および SSD 階層に保存されているあらゆるデータの組み合わせに使用されます。

NetApp ONTAP ソフトウェアオーバーヘッド
他の NetApp ONTAP ファイルシステムと同様に、ファイルシステムの SSD ストレージ容量の 16% は、
次のように ONTAP のオーバーヘッドに割り当てられています。

• 11% は NetApp ONTAPソフトウェアに割り当てられています。
• 5% は、ファイルシステムの両方のファイルサーバ間でデータを同期させるために必要な、集約スナッ

プショット用に確保されています。
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ONTAP が予約した SSD 容量は、ファイルの保存には使用できません。

ファイルメタデータ
ファイルメタデータは、通常、ファイルが消費するストレージ容量の 3～7% を消費します。この割合は、
平均ファイルサイズ (平均ファイルサイズが小さいほど多くのメタデータが必要になります) と、ファイル
のストレージ効率化で、どれだけ節約できるかによって異なります。ファイルメタデータはストレージ効
率化による節約の恩恵を受けないことに注意してください。ファイルシステム上のメタデータに使用され
る SSD ストレージの容量を見積もるには、次のガイドラインが使用できます。

平均ファイルサイズ ファイルデータに対する、メタデータサイズの割
合

4 KB 7%

8 KB 3.5%

32 KB 以上 1～3%

容量プール階層に保存する予定のファイルのメタデータに必要な SSD ストレージ容量をサイジングする際
には、容量プール階層に保存する予定のデータ 10 GiB ごとに 1 GiB の SSD ストレージという控えめな比
率を使用することをお勧めします。

SSD 階層に保存されているファイルデータ
アクティブなデータセットとすべてのファイルメタデータに加えて、ファイルシステムに書き込まれたす
べてのデータは、容量プールストレージに階層化される前に、最初に SSD 階層に書き込まれます。これ
は、SnapMirror を使用して [All] (すべての) データ階層化ポリシーが設定されたボリュームにデータを転送
する場合を除いて、ボリュームの階層化ポリシーに関係なく当てはまります。

容量プール階層からのランダムリードは、SSD 階層の使用率が 90% 未満であれば、SSD 階層にキャッ
シュされます。詳細については、「ボリュームデータの階層化 (p. 73)」を参照してください。

SSD 容量の推奨使用率
SSD 層の使用率が継続的に 80% を超えないようにすることをお勧めします。この推奨事項は、ネット
アップの ONTAP に関する推奨事項と一致しています。ファイルシステムの SSD 階層は、容量プール階
層への書き込みのステージングや容量プール階層からのランダムリードにも使用されるため、アクセスパ
ターンが突然変化すると、SSD 階層の使用率がすぐに上昇する可能性があります。

SSD の使用率が 90% になると、容量プール階層から読み取られたデータは SSD 階層にキャッシュされな
くなるため、残りの SSD 容量はファイルシステムに書き込まれる新しいデータ用に保持されます。これに
より、容量プール階層から同じデータを繰り返し読み込むと、SSD 階層からキャッシュされて読み取られ
るのではなく、容量プールストレージから読み取られるようになり、ファイルシステムのスループット容
量に影響する可能性があります。

SSD 階層の使用率が 98% 以上になると、すべての階層化機能が停止します。詳細については、「階層化
のしきい値 (p. 75)」を参照してください。

SSD のサイジングの例
データのうち 80% へのアクセス頻度が低いアプリケーション用に 100 TiB のデータを保存するとします。
このシナリオでは、データの 80% (80 TB) が自動的に容量プール階層に階層化され、残りの 20% (20 TB) 
は SSD ストレージに残ります。汎用のファイル共有ワークロードで、65% という一般的なストレージ効
率の節約に基づいた場合、7 TiB のデータ量に相当します。SSD の使用率を 80% に維持するには、20 TiB 
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のアクティブアクセスデータに対して 8.75 TiB の SSD ストレージ容量が必要です。次の計算に示すよう
に、プロビジョニングする SSD ストレージの量も ONTAP ソフトウェアのストレージオーバーヘッドの 
16% を考慮する必要があります。

ssdNeeded = ssdProvisioned * (1 - 0.16)
8.75 TiB / 0.84 = ssdProvisioned
10.42 TiB = ssdProvisioned

そのため、この例では、少なくとも 10.42 TiB の SSD ストレージをプロビジョニングする必要がありま
す。また、アクセス頻度の低い残りの 80 TiB のデータには、28 TiB の容量プールストレージを使用しま
す。

ストレージ容量と IOPS
FSx for ONTAP ファイルシステムを作成するときは、SSD 階層のストレージ容量を指定します。プロビ
ジョニングした SSD ストレージの GiB ごとに、Amazon FSx はファイルシステムに対して 3 SSD 1 秒
あたりの入出力オペレーション (IOPS) を自動的にプロビジョニングします。ファイルシステムあたり最
大 160,000 SSD IOPS です。プロビジョニングされた SSD IOPS のレベルを、1 GiB あたり自動 3 SSD 
IOPS を超えるように指定することもできます。FSx for ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングで
きる SSD IOPS の最大数の詳細については、スループット容量がパフォーマンスに与える影響 (p. 110)
を参照してください。

トピック
• SSD ストレージ容量と IOPS の更新 (p. 59)

SSD ストレージ容量と IOPS の更新
データセットのアクティブな部分に追加のストレージが必要な場合は、Amazon FSx for NetApp ONTAP 
ファイルシステムのソリッドステートドライブ (SSD) ストレージ容量を増やすことができます。ストレー
ジ容量を増やすには、Amazon FSx コンソール、Amazon FSx API、または AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用できます。

Amazon FSx ファイルシステムの SSD ストレージ容量を増やすと、通常、新しい容量は数分以内に使用
できます。新しい SSD ストレージ容量は、使用可能になった後に請求されます。料金の詳細について
は、[Amazon FSx for NetApp ONTAP Pricing] (Amazon FSx for NetApp ONTAP の料金表) を参照してくだ
さい。

ストレージ容量を増やすと、Amazon FSx はデータの再バランシングのためにストレージ最適化プロセス
をバックグラウンドで実行します。ほとんどのファイルシステムでは、ストレージの最適化には数時間か
かり、ワークロードのパフォーマンスへの影響は最小限に抑えられます。

Amazon FSx コンソール、CLI、および API を使用して、ストレージ最適化の進捗状況をいつでも追跡で
きます。詳細については、「ストレージ容量と IOPS アップデートのモニタリング (p. 62)」を参照して
ください。

ストレージと IOPS を更新する際の考慮事項
SSD ストレージ容量とプロビジョンド IOPS を変更する際に考慮すべき重要な事項をいくつか挙げます。

• ストレージ容量増量のみ - ファイルシステムのストレージ容量を増加することのみできます。ストレー
ジ容量を減らすことはできません。

• [Storage capacity minimum increase] (最小値の増加) - 各 SSD ストレージ容量の増加は、ファイルシス
テムの現在の SSD ストレージ容量の最低 10％ で、最大許容値の 196,608 ギビバイト (GiB) までである
必要があります。
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• 増加間の時間 - 最後の増加がリクエストされてから 6 時間、またはストレージの最適化プロセスが完了
するまでのどちらか長い期間は、ファイルシステムのストレージ容量をさらに増やすことはできませ
ん。

• プロビジョンド IOPS モード - プロビジョンド IOPS の変更については、2 つの IOPS モードのうち、い
ずれかを指定する必要があります。
• [Automatic] (自動) モード - Amazon FSx は、SSD IOPS をオートスケーリングして、SSD ストレージ

容量の GiB ごとに 3 つのプロビジョニングされた SSD IOPS、ファイルシステムごとに最大 160,000 
SSD IOPS を維持します。

Note

FSx for ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングできる SSD IOPS の最大数の詳細につ
いては、スループット容量がパフォーマンスに与える影響 (p. 110) を参照してください。

• [User-provisioned] (ユーザープロビジョニング) モード - SSD IOPS の数を指定します。これは、SSD 
ストレージ容量の GiB あたり 3 IOPS 以上である必要があります。より高いレベルの IOPS のプロビ
ジョニングを選択した場合は、その月のインクルードレートを上回ってプロビジョニングされた平均 
IOPS に対して支払います。これは、IOPS 月単位で測定されます。

料金の詳細については、[Amazon FSx for NetApp ONTAP Pricing] (Amazon FSx for NetApp ONTAP の料
金表) を参照してください。

ファイルシステムの SSD ストレージ容量を増やす場合
使用可能な SSD 階層ストレージが不足している場合は、ファイルシステムのストレージ容量を増やすこと
をお勧めします。ストレージが不足すると、データセットのアクティブな部分の SSD 階層のサイズが小さ
くなることを示します。

ファイルシステム上で利用可能な空きストレージの量をモニタリングするには、ファイルシステムレベル
StorageCapacity と StorageUsed Amazon CloudWatch メトリクスを使用します。このメトリクスで 
CloudWatch アラームを作成し、特定のしきい値を下回ったときに通知を受け取ることができます。詳細
については、「Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 209)」を参照してください。

Note

データ階層化が適切に機能し、追加のデータに使用できる容量を確保するために、SSD ストレー
ジの容量使用率が 80% を超えないようにすることをお勧めします。

ファイルシステムの SSD ストレージの使用方法、およびファイルメタデータとオペレーティングソ
フトウェア用に SSD ストレージがどれだけ確保されているかについては、SSD ストレージ容量の選
択 (p. 57) を参照してください。

SSD ストレージ容量とプロビジョンド IOPS を更新する方法
SSD Amazon FSx コンソールや AWS CLI、および API を使用して、ファイルシステムの SSD ベースのス
トレージ量を変更し、プロビジョニングされた SSD IOPS の量を変更することができます。

ファイルシステム (コンソール) の SSD ストレージ容量とプロビジョンド IOPS を更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [File system] (ファイルシステム) を選択します。[File system] (ファイル

システム) リストで、SSD ストレージ容量と SSD IOPS を更新する FSx for ONTAP ファイルシステ
ムを選択します。

3. [Action] (アクション) > [Update storage capacity] (ストレージ容量をアップデート) を選択します。ま
たは、[Summary] (概要) パネルで、ファイルシステムの横にある [SSD storage capacity] (ストレージ
容量) の [Update] (更新) を選択します。

[Update SSD storage capacity and IOPS] (SSD ストレージ容量と IOPS をアップデートする) ダイア
ログボックスが表示されます。
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4. SSD ストレージ容量を増やすには、[Modify storage capacity] (ストレージ容量の変更) を選択します。
5. [Input type] (入力タイプ) で、以下のいずれかを選択します。

• 新しい SSD ストレージ容量を現在の値からの変化率として入力するには、[Percentage] (割合 (%) 
を選択します。

• 新しい値を GiB に入力するには、[Absolute] (絶対) を選択します。
6. 入力タイプに応じて、[Desired % increase] (希望する % 増加) の値を入力します。

• [Percentage] (割合 (%) で、増加率の値を入力します。この値は、現在の値より 10% 以上大きい値
である必要があります。

• [Absolute] (絶対) を使用する場合、新しい値を GiB に入力します。最大許容値 196,608 GiB までで
す。

7. [Provisioned SSD IOPS] (プロビジョンド SSD IOPS) で、ファイルシステムの IOPS 数をプロビジョ
ニングするには、次の 2 つのオプションがあります。
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• Amazon FSx が SSD IOPS を自動的にスケーリングして、SSD ストレージのストレージ容量 GiB 
あたり 3 プロビジョンド SSD IOPS (最大 160,000 まで) を維持する場合は、[Automatic] (自動) を
選択します。

• IOPS の数を指定する場合は、[User-provisioned] (ユーザープロビジョニング) を選択します。SSD 
ストレージ階層の GiB の 3 倍以上、160,000 以下である IOPS の絶対数を入力します。

Note

FSx for ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングできる SSD IOPS の最大数の詳細につ
いては、スループット容量がパフォーマンスに与える影響 (p. 110) を参照してください。

8. [Update] (更新) を選択します。

SSD ストレージ容量とファイルシステム用にプロビジョンド IOPS を更新する (CLI)

FSx for ONTAP ファイルシステムの SSD ストレージ容量とプロビジョンド IOPS を更新するには、ファ
イルシステムを更新 の AWS CLI コマンドを使用します。以下のパラメータを設定します。

• --file-system-id を更新するファイルシステムの ID に設定します。
• SSD ストレージ容量を増やすには、--storage-capacity を現在の値より少なくとも 10% 大きい値

に設定します。
• プロビジョンド SSD IOPS を変更するには、--ontap-configuration DiskIopsConfiguration

プロパティを使用します。このプロパティには、Iops と Mode の 2 つのパラメータがあります。
• プロビジョンド IOPS の数を指定する場合は、Iops=number_of_IOPS (最大 160,000 まで) と
Mode=USER_PROVISIONED を使用します。IOPS 値は、リクエストされた SSD ストレージ容量の 3 
倍以上にする必要があります。ストレージ容量を増やさない場合、IOPS 値は現在の SSD ストレージ
容量の 3 倍以上である必要があります。

• Amazon FSx で SSD IOPS を自動的に増加させたい場合は、Mode=AUTOMATIC を使用し、Iops パ
ラメータは使用しないでください。Amazon FSx は、SSD ストレージの容量の GiB あたり 3 つのプ
ロビジョニング SSD IOPS を自動的に維持します (最大 160,000)。

Note

FSx for ONTAP ファイルシステムにプロビジョニングできる SSD IOPS の最大数の詳細につい
ては、スループット容量がパフォーマンスに与える影響 (p. 110) を参照してください。

次の例では、ファイルシステムの SSD ストレージ容量に 2000 GiB の増加をリクエストします。ま
た、7000 のプロビジョニングされた SSD IOPS もリクエストします。

aws fsx update-file-system \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --storage-capacity 2000 \ 
    --ontap-configuration 'DiskIopsConfiguration={Iops=7000,Mode=USER_PROVISIONED}'

describe-file-systems の AWS CLI コマンドを使用して、更新の進捗状況をモニタリングすることができま
す。出力で AdministrativeActions セクションを探します。

詳細については、[Amazon FSx for NetApp ONTAP API Reference] (Amazon FSx for NetApp ONTAP API 
リファレンス) の [AdministrativeAction] (管理アクション) を参照してください。

ストレージ容量と IOPS アップデートのモニタリング
Amazon FSx コンソール、API、または AWS CLI を使用してストレージ容量の拡大の進捗状況をモニタリ
ングできます。
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コンソールで更新をモニタリングする
FSx for ONTAP ファイルシステムの [File system details] (ファイルシステムの詳細) ページの [Update] (更
新) タブで、各更新タイプの最新の 10 件の更新ケースを表示できます。

ストレージ容量の更新については、次の情報を表示できます。

[Update type] (更新タイプ)

サポートされているタイプは次のとおりです。[Storage capacity] (ストレージ容量)、[Mode] (モー
ド)、および IOPS です。[Mode] (モード) と IOPS の値は、すべてのストレージ容量と IOPS スケーリ
ングリクエストについて一覧表示されます。

[Target value] (ターゲット値)

ファイルシステムの SSD ストレージ容量または IOPS を更新するために指定した値です。
[Status] (ステータス)

更新の現在のステータス。指定できる値は次のとおりです。
• [Pending] (保留中) - Amazon FSx は更新リクエストを受信しましたが、処理を開始していません。
• [In progress] (進行中) - Amazon FSx が更新リクエストを処理しています。
• [Updated; Optimizing] (更新済み、最適化) - Amazon FSx により、ファイルシステムのストレージ容

量が増加されました。ストレージ最適化プロセスでは、バックグラウンドでデータの再バランシン
グが行われています。

• [Completed] (完了) - 更新は正常に終了しました。
• [Failed] (失敗) - 更新リクエストが失敗する。詳細を見るには、疑問符 ([?]) を選択します。

[Progress %] (進行 %)

ストレージ最適化プロセスの進行状況を、完了率として表示します。
[Request time] (リクエスト時間)

Amazon FSx が更新アクションリクエストを受信した時刻。

モニタリングは、AWS CLI と API で増加します。
ファイルシステムストレージ容量の増加リクエストを表示およびモニタリングするには、describe-
file-systems AWS CLI コマンドと DescribeFileSystems API オペレーションを使用できま
す。AdministrativeActions 配列には、管理アクションタイプごとに最新の更新アクションが 10 
件を表示されます。ファイルシステムのストレージ容量を増やすと、FILE_SYSTEM_UPDATE および
STORAGE_OPTIMIZATION アクションの 2 つの AdministrativeActions が生成されます。

次の例は、describe-file-systems CLI コマンドのレスポンスの抜粋を示しています。ファイルシス
テムには、SSD ストレージ容量を 2000 GiB に、プロビジョンド SSD IOPS を 7000 に増やすための保留
中の管理アクションがあります。

"AdministrativeActions": [ 
    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1586797629.095, 
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        "Status": "PENDING", 
        "TargetFileSystemValues": { 
            "StorageCapacity": 2000, 
            "OntapConfiguration": { 
                "DiskIopsConfiguration": { 
                    "Mode": "USER_PROVISIONED", 
                    "Iops": 7000 
                } 
             } 
        } 
    }, 
    { 
        "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION", 
        "RequestTime": 1586797629.095, 
        "Status": "PENDING" 
    }
]

Amazon FSx はまず FILE_SYSTEM_UPDATE アクションを処理し、新しい大きなストレージディ
スクをファイルシステムに追加します。新しいストレージがファイルシステムで使用可能になる
と、FILE_SYSTEM_UPDATE ステータスが UPDATED_OPTIMIZING に変わります。ストレージ容量は新し
い大きな値を示し、Amazon FSx は STORAGE_OPTIMIZATION 管理アクションの処理を開始します。この
動作は、describe-file-systems CLI コマンドのレスポンスの次の抜粋を示しています。

ProgressPercent プロパティには、ストレージ最適化プロセスの進行状況が表示されます。ストレー
ジ最適化プロセスが正常に完了すると、FILE_SYSTEM_UPDATE アクションが COMPLETED に変更さ
れ、STORAGE_OPTIMIZATION アクションは表示されなくなります。

"AdministrativeActions": [ 
    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1586799169.445, 
        "Status": "UPDATED_OPTIMIZING", 
        "TargetFileSystemValues": { 
            "StorageCapacity": 2000, 
            "OntapConfiguration": { 
                "DiskIopsConfiguration": { 
                    "Mode": "USER_PROVISIONED", 
                    "Iops": 7000 
                } 
            } 
        } 
    }, 
    { 
        "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION", 
        "ProgressPercent": 41, 
        "RequestTime": 1586799169.445, 
        "Status": "IN_PROGRESS" 
    }
]

ストレージ容量または IOPS 更新リクエストが失敗した場合、次の例に示すよう
に、FILE_SYSTEM_UPDATE アクションが FAILED に変更されます。FailureDetails プロパティで
は、障害に関する情報が表示されます。

"AdministrativeActions": [ 
    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1586373915.697, 
        "Status": "FAILED", 
        "TargetFileSystemValues": { 
            "StorageCapacity": 2000, 
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            "OntapConfiguration": { 
                "DiskIopsConfiguration": { 
                    "Mode": "USER_PROVISIONED", 
                    "Iops": 7000 
                } 
            } 
        }, 
        "FailureDetails": { 
            "Message": "failure-message" 
        } 
    }
]

SSD ストレージ容量を動的に増やす
次のソリューションを使用すると、使用している SSD ストレージ容量が指定したしきい値を超えた場合
に、FSx for ONTAP ファイルシステムの SSD ストレージ容量を動的に増やすことができます。この AWS 
CloudFormation テンプレートは、ストレージ容量しきい値、そのしきい値に基づく Amazon CloudWatch 
アラーム、そしてファイルシステムのストレージ容量を増加させる AWS Lambda 関数を定義するために
必要な、すべてのコンポーネントを自動的にデプロイします。

このソリューションは、必要なすべてのコンポーネントを自動的にデプロイし、以下のパラメータを使用
します。

• FSx for ONTAP ファイルシステム ID。
• 使用している SSD ストレージ容量のしきい値 (数値)。これは CloudWatch アラームがトリガーされる

パーセンテージです。
• ストレージ容量の増加率 (%)。
• スケーリング通知の受信に使用する E メールアドレス。

トピック
• アーキテクチャの概要 (p. 65)
• AWS CloudFormation テンプレート (p. 66)
• AWS CloudFormation による自動デプロイ (p. 67)

アーキテクチャの概要

このソリューションをデプロイすると、AWS クラウド に以下のリソースが構築されます。
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この図表は以下のステップを示しています。

1. AWS CloudFormation テンプレートは CloudWatch アラーム、AWS Lambda 関数、Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) キュー、および必要なすべての AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールをデプロイします。IAM ロールは、Amazon FSx API オペレーションを呼び
出すためのアクセス許可を Lambda 関数に付与します。

2. CloudWatch は、ファイルシステムの使用しているストレージ容量が指定されたしきい値を超えるとア
ラームをトリガーし、Amazon SNS キューにメッセージを送信します。アラームは、ファイルシステム
の使用している容量が 5 分間、継続的にしきい値を超えた場合にのみトリガーされます。

3. ソリューションによって、この Amazon SNS トピックに登録されている Lambda 関数がトリガーされ
ます。

4. Lambda 関数は、指定された増加率の値に基づいて新しいファイルシステムのストレージ容量を計算
し、新しいファイルシステムのストレージ容量を設定します。

5. 元の CloudWatch アラームの状態と Lambda 関数オペレーションの結果は、Amazon SNS キューに送
信されます。

CloudWatch アラームへのレスポンスとして実行されるアクションに関する通知を受信するには、サブス
クリプションの確認 電子メールに記載されているリンクに従って Amazon SNS トピックのサブスクリプ
ションを確認する必要があります。

AWS CloudFormation テンプレート
このソリューションは AWS CloudFormation を使用し、FSx for ONTAP ファイルシステムのストレージ容
量を自動的に増やすために使用されるコンポーネントのデプロイを自動化します。このソリューションを
使用するには、FSxOntapDynamicStorageScaling AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードしま
す。

テンプレートは、次のように説明されている パラメータ を使用します。テンプレートパラメータとそのデ
フォルト値を確認し、ファイルシステムのニーズに合わせて変更します。

FileSystemId

デフォルト値はありません。ストレージ容量を自動的に拡張したいファイルシステムの ID。
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LowFreeDataStorageCapacityThreshold

デフォルト値はありません。使用しているストレージ容量のしきい値を、ファイルシステムの現在の
ストレージ容量のパーセンテージ (%) で指定します。このしきい値で、アラームがトリガーされ、
ファイルシステムのストレージ容量が自動的に拡張されます。使用しているストレージがこのしきい
値を超えると、ファイルシステムの空きストレージ容量が低いと見なされます。

EmailAddress

デフォルト値はありません。SNS サブスクリプションに使用するメールアドレスを指定して、スト
レージ容量のしきい値アラートを受信します。

PercentIncrease

デフォルトは、20% です。現在のストレージ容量のパーセンテージとして表される、ストレージ容量
を増やす量を指定します。

Note

CloudWatch アラームが ALARM 状態になるたびに、ストレージのスケーリングが一度試行さ
れます。ストレージのスケーリングオペレーションが試行された後でも SSD ストレージ容量
の使用率がしきい値を超えている場合、ストレージスケーリングオペレーションは再度試行
されません。

MaxFSxSizeinGiB

デフォルトは、196608 です。SSD ストレージでサポートされる最大ストレージ容量を指定します。

AWS CloudFormation による自動デプロイ
次の手順では、FSx for ONTAP ファイルシステムのストレージ容量を自動的に拡張するための AWS 
CloudFormation スタックを設定し、デプロイします。デプロイには、数分かかります。CloudFormation 
スタックの作成に関する詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS 
CloudFormation コンソールでスタックを作成する」を参照してください。

Note

このソリューションを実行すると、関連する AWS のサービスに料金が発生します。詳細につい
ては、それらのサービスの料金詳細ページを参照してください。

開始するには、AWS アカウント の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) で実行されている 
Amazon FSx ファイルシステムの ID が必要になります。Amazon FSx リソースの作成の詳細については、
「Amazon FSx for NetApp ONTAP の開始方法 (p. 10)」を参照してください。

自動ストレージ容量拡張ソリューションスタックを起動するには

1. AWS CloudFormation テンプレート FSxOntapDynamicStorageScaling をダウンロードします。

Note

Amazon FSx は現在特定の AWS リージョンでのみ利用可能です。このソリューションは 
Amazon FSx が利用可能な AWS リージョンで起動する必要があります。詳細については、
「AWS 全般のリファレンス」の「Amazon FSx エンドポイントとクォータ」を参照してくだ
さい。

2. AWS CloudFormation コンソールから、[Create stack > With new resources] (スタックの作成 > 新し
いリソースの使用) を選択します。

3. [Template is ready] (テンプレートの準備完了) を選択します。[Specify template] (テンプレートの指定) 
セクションで、[Upload a template file] (テンプレートファイルをアップロード) を選択し、ダウンロー
ドしたテンプレートをアップロードします。

4. [Specify stack details] (スタック詳細の指定) では、自動ストレージ容量増加ソリューションの値を入
力します。

67

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
https://solution-references.s3.amazonaws.com/fsx/DynamicScaling/FSxOntapDynamicStorageScaling.yaml
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/fsxn.html


FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド
SSD ストレージと IOPS を更新する

5. [Stack name] (スタック名) を入力します。
6. [Parameters] (パラメータ) については、テンプレートのパラメータを確認し、ファイルシステムの

ニーズに合わせて変更します。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

Note

この CloudFormation テンプレートでスケーリングが試行されたときに E メール通知を受信
するには、このテンプレートをデプロイした後に受信する SNS サブスクリプション E メー
ルを確認します。

7. カスタムソリューションに必要な [Options] (オプション) 設定を入力し、[Next] (次へ) を選択します。
8. [Review] (確認) では、ソリューション設定を確認して確定します。テンプレートが IAM リソースを作

成することを認めるチェックボックスを選択します。
9. [Create] (作成) を選択してスタックをデプロイします。

AWS CloudFormation コンソールの [Status] (ステータス) 欄でスタックのステータスを表示できます。数
分で [CREATE_COMPLETE] (作成完了) のステータスが表示されます。

スタックの更新

スタックの作成後、同じテンプレートを使用してパラメータに新しい値を指定することで、スタックを更
新できます。詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「スタックの直接更新」を参
照してください。
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ストレージ使用率のモニタリング
さまざまな AWS や NetAPP ツールを使用して、ファイルシステムの SSD ストレージの使用率をモニタリ
ングできます。Amazon CloudWatch を使用すると、ストレージ容量の使用状況をモニタリングし、スト
レージ容量の使用率が、カスタマイズ可能なしきい値に達したときに警告するアラームを設定できます。

トピック
• Amazon FSx コンソールでストレージ使用率のモニタリング (p. 69)
• ストレージ使用率アラームの設定 (p. 70)

Amazon FSx コンソールでストレージ使用率のモニタ
リング
Amazon FSx コンソールでは、ファイルシステムの利用可能な SSD 階層ストレージと、ファイルシステム
全体のストレージがどのように配分されているかを確認できます。[Available SSD storage capacity] (利用
可能な SSD ストレージ容量) グラフには、ファイルシステムで利用可能な SSD ベースのストレージ容量
が時系列で表示されます。[Storage distribution] (ストレージ分布) グラフは、ファイルシステム全体のスト
レージ容量が現在、次の 3 つのカテゴリにどのように分布しているか示しています。

• 容量プール層
• SSD 階層 - 利用可能
• SSD 階層 - 使用済み

ファイルシステムで利用可能な SSD 階層ストレージ容量とストレージ配分を表示するには (コン
ソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーション列で、[File systems] (ファイルシステム) をクリックして、ストレージ容量情

報を表示する ONTAP ファイルシステムを選択します。ファイルシステムの詳細ページが表示されま
す。

3. 2 つ目のパネルで、[Monitoring] (モニタリング) タブを選択します。[Available SSD storage capacity]
(利用可能な SSD ストレージ容量) と[Storage distribution] (ストレージ分布) のグラフは、他のいくつ
かのグラフとともに表示されます。
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ストレージ使用率アラームの設定
SSD ストレージ容量の平均使用率が一貫して 80% を超えないようにすることをお勧めします。SSD ス
トレージの使用率が 80% を超える場合もあるのは許容範囲です。平均使用率を 80% 未満に維持すること
で、問題なくストレージを増やすことができる十分な容量が確保できます。ファイルシステムの SSD スト
レージ使用率が 80% に近づいたときに警告する CloudWatch アラームを作成できます。

プライマリストレージ使用率の CloudWatch アラームを作成するには

SSD ストレージ容量の平均使用率を計算するには、StorageUsed メトリックを使用します。StorageTier 
ディメンションを SSD と等しくして、同じ期間の最大 StorageCapacity で割ります。

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[File system] (ファイルシステム) を選択してから、アラームを作成

するファイルシステムを選択します。
3. [Summary] (概要) ページで、[Monitoring] (モニタリング) を選択します。
4. [Create CloudWatch alarm] (CloudWatch アラームの作成) を選択します。CloudWatch コンソールの

[Alarms > Create alarm > Specify metric and conditions] (アラーム > アラームの作成 > メトリックスと
条件の指定) ページにリダイレクトされます。

5. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
6. [Metrics] (メトリクス) セクションで、[FSx] を選択します。
7. [Detailed File System Metrics] (詳細なファイルシステムメトリクス) メトリックカテゴリを選択しま

す。
8. アラームを作成しているファイルシステムで使用可能なメトリクスのみを表示するには、検索フィー

ルドにファイルシステムの ID を入力します。
9. アラームを設定するファイルシステムに対して、次のメトリクスを選択します。

メトリクス名 ストレージ階層 DataType

ストレージ使用量 SSD すべて

StorageCapacity SSD すべて

10. [Graphed metrics] (グラフ化されたメトリクス) タブを選択します。以前に追加したメトリクスごと
に、次のアクションを実行します。

• 各メトリクスの [Statistic] (統計) 列の値を [Average] (平均) に設定します。
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• [Period] (期間) 値を定義済みのいずれかの評価期間に設定します。
11. [Add math] (数式を追加) ドロップダウンを選択し、事前定義されたメトリクス数式のリストから

[Start with an empty expression] (空の式で開始) を選択します。

[Start with an empty expression] (空の式で開始) を選択すると、数式を適用または編集する数式ボック
スが表示されます。

12. [Edit math expression] (数式の編集) フィールドに、StorageUsed メトリクスを StorageCapacity
メトリクスで割るための式を次のように入力します。

• StorageUsed メトリックのラベル (例: m1) を入力します。
• 除算演算のフォワードスラッシュ文字 (/) を入力します。
• StorageCapacity 指標のラベルを入力します。

[Apply] (適用) を選択します。
13. ページのメトリクスの左側にあるチェックボックスをオフにします。アラームで使用する式の横にあ

るチェックボックスのみオンにします。アラーム用に選択した式は、単一の時系列を生成し、グラフ
に 1 行のみを表示する必要があります。次に [メトリクスの選択] を選択します。

[Specify metric and conditions (メトリクスと条件の指定)] ページに、選択した数式に関するグラフや
他の情報が表示されます。

14. [Whenever] (いつでも) # [is] (場合) に対して、式がしきい値より大きい、より小さい、またはしきい
値と等しいかどうかを指定します。[than... (以下の値)] で、しきい値を指定します。

SSD のストレージ容量が 80% のしきい値に近づいたときに通知するアラームを作成するに
は、[Whenever] (いつでも) # [is] (場合) をしきい値と同じになるように設定し、しきい値に 80% を指
定します。

15. [Additional configuration (追加設定)] を選択します。[Datapoints to alarm (アラームを発生させるデー
タポイント数)] で、アラームをトリガーするために ALARM 状態を維持する必要がある評価期間 (デー
タポイント) の数を指定します。2 つの値が一致する場合は、該当する数の連続した期間でしきい値を
超過したときに ALARM 状態に移行するアラームを作成します。

N 個中 M 個のアラームを作成するには、2 番目の値よりも小さい数字を最初の値に指定します。詳細
については、Amazon CloudWatch ユーザーガイド の「アラームを評価する」を参照してください。

16. [Missing data treatment (欠落データの処理)] 、一部のデータポイントが欠落しているときのアラーム
による対処方法を選択します。不必要で誤解を招くようなアラーム条件の変更を防ぎ、欠落している
データポイントに対する回復力を持つようにアラームを設定するには、「Amazon CloudWatch ユー
ザーガイド」の「CludWatch アラームによる欠落データの扱い方を設定する」を参照してください。

Note

メトリクスは、ファイルシステムのメンテナンス中に公開されない場合があります。
17. [Next] (次へ) をクリックします。
18. [Notification] (通知) で、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT _ DATA 状態のと

きに通知するための SNS トピックを選択します。

[Create topic] (トピックの作成) を選択すると、新しいメールサブスクリプションリスト用の名前と
メールアドレスを設定できます。このリストは保存され、今後のアラーム用のフィールドに表示され
ます。

Note

[Create Topic] (トピックの作成) を使用して新しい Amazon SNS トピックを作成する場合、
メールアドレスを検証しなければ、そのアドレスで通知を受け取ることができません。E 
メールは、アラームがアラーム状態になったときにのみ送信されます。アラーム状態になっ
たときに、メールアドレスの検証がまだ完了していない場合は、そのアドレスで通知を受け
取ることはできません。
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同じアラーム状態または複数の異なるアラーム状態について複数の通知を送信するには、[Add 
notification (通知の追加)] を選択します。

アラームの通知を送信しない場合は、 [削除] を選択します。

アラーム状態がアクションを開始したときに CloudWatch が E メールまたは Amazon SNS 通知を送
信するようにする場合は、[Whenever this alarm state is] (このアラーム状態がいつでも) のアラーム状
態を選択します。

19. 完了したら、[次へ] を選択します。
20. アラームの名前と説明を入力します。名前には ASCII 文字のみを使用します。続いて、[次へ] を選択

します。
21. [Preview and create] (プレビューと作成) ページで、作成しようとしているアラームを確認し、[Create 

Alarm] (アラームの作成) を選択します。

FSx for ONTAP ストレージの効率化
NetApp ONTAP は、圧縮、コンパクション、重複排除などのブロックレベルのストレージ効率化機能を
備えているため、パフォーマンスを犠牲にすることなく、一般的なファイル共有のストレージ容量を最大 
65% 節約できます。

Amazon FSx for NetApp ONTAP は、スナップショット、シンプロビジョニング、FlexClone ボリュームな
ど、容量を節約する他の ONTAP 機能もサポートしています。

ストレージ効率化機能の管理
ストレージ効率の機能はデフォルトでは有効になっていません。以下の手順で、有効にできます。

• ファイルシステムを作成する (p. 115) 場合、SVM のルートボリュームで。
• 新しいボリュームを作成する (p. 130) 場合。
• 既存のボリュームを変更する (p. 134) 場合。

ストレージ節約の表示
有効にすると、Amazon FSx コンソール、Amazon CloudWatch コンソール、および ONTAP CLI でどれだ
けストレージ容量を節約しているか確認できます。

Amazon FSx コンソールでストレージ効率を確認するには

FSx for ONTAP ファイルシステムの Amazon FSx コンソールに表示されるストレージの効率の節約に
は、FlexClone とスナップショットによる節約が含まれます。

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. [File systems] (ファイルシステム) のリストから、ストレージ効率の節約をモニタリングする FSx for 

ONTAP ファイルシステムを選択します。
3. ファイルシステムの詳細ページの 2 番目のパネルにある [Monitoring] (モニタリング) タブを選択しま

す。
4. [Storage efficiency savings] (ストレージ効率の節約グラフ) には、論理データサイズに対するスペース

の節約率と物理バイト数が表示されます。
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ONTAP CLI を使用したストレージ効率の表示
ONTAP CLI を使用して storage aggregate show-efficiency コマンドを実行すると、スナップ
ショットや FlexClone の影響を排除した、圧縮、コンパクション、重複排除だけによるストレージ効率
が向上が確認できます。詳細については、NetApp ONTAP Documentation Center の「storage aggregate 
show-efficiency」(ストレージアグリゲートの効率化を表示) を参照してください。

ストレージ節約量の計算
LogicalDataStored や StorageUsed、FSx for ONTAP CloudWatch ファイルシステムメトリクスを使
用して、圧縮、重複排除、圧縮、スナップショット、FlexClone によるストレージの節約量を計算できま
す。これらのメトリクスのディメンションは 1 つで、FileSystemId です。詳細については、「ファイル
システムのメトリクス (p. 211)」を参照してください。

• ストレージ効率の節約をバイト単位でコンピューティングするには、特定の期間の StorageUsed の平
均を取得し、同じ期間の LogicalDataStored の平均から減算します。

• 合計論理的なデータサイズのパーセンテージとしてストレージ効率の節約をコンピューティングす
るには、特定の期間の StorageUsed の Average を取得し、同じ期間の LogicalDataStored の
Average から減算します。次に、同じ期間の LogicalDataStored の Average で差を割ります。

ボリュームデータの階層化
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムには、プライマリストレージと容量プールストレージ
の 2 つのストレージ階層があります。プライマリストレージは、データセットのアクティブな部分に合わ
せて設計された、プロビジョニングされ、スケーラブルでハイパフォーマンスな SSD ストレージです。容
量プールストレージは、ペタバイトサイズまで拡張できる完全に伸縮性のあるストレージ階層で、アクセ
ス頻度の低いに対してコストが最適化されます。

ボリュームで自動データ階層化が有効になっている場合、各ボリュームで、データが自動的に容量プール
ストレージに階層化されます。ボリュームの階層化ポリシーによって、データを容量プールストレージに
階層化するタイミングが決まります。以下のセクションでは、ボリューム階層化ポリシーと、これらのポ
リシーの一部によってデータが階層化されるタイミングを決定するために使用されるしきい値について説
明します。

トピック
• 階層化ポリシー (p. 73)
• 階層化の冷却期間 (p. 74)
• クラウド取得ポリシー (p. 74)
• 階層化のしきい値 (p. 75)

階層化ポリシー
FSx for ONTAP ファイルシステムのストレージ階層をどのように使用するかは、ファイルシステムの
ボリュームごとに階層化ポリシーを選択することによって決定します。データ階層化ポリシーは、ボ
リュームを作成するときに選択し、Amazon FSx コンソールや AWS CLI、API、または NetApp 管理ツー
ル (p. 153) を使用していつでも変更できます。どのデータを容量プールのストレージに階層化するかは 
(階層化するデータがある場合) 、以下のポリシーから選択できます。

Note

階層化により、ファイルデータとスナップショットデータを容量プール階層に移動できます。た
だし、ファイルメタデータは常に SSD 階層に残ります。詳細については、「SSD ストレージの
使用方法 (p. 57)」を参照してください。
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• [Auto] (自動) — このポリシーは、すべてのコールドデータ (ユーザーデータとスナップショット) を容量
プール階層に移動します。データの冷却速度は、ポリシーの冷却期間 (デフォルトは 31 日間) によって
決定され、2〜183 日の間で設定できます。基盤となるコールドデータブロックが (一般的なファイルア
クセスのように) ランダムに読み取られると、ホットになり、プライマリストレージ層に書き込まれま
す。コールドデータブロックが (ウイルス対策スキャンなどで) 順番に読み取られると、コールドデータ
ブロックはコールドのまま容量プールのストレージ階層に残ります。これは、Amazon FSx コンソール
を使用してボリュームを作成するときのデフォルトポリシーです。

• [Snapshot Only] (スナップショットのみ) — このポリシーは、スナップショットデータのみを容量プール
のストレージ階層に移動します。スナップショットが容量プールに階層化される速度は、ポリシーの冷
却期間によって決まります。冷却期間は、デフォルトで 2 日間に設定され、2～183 日の間で設定でき
ます。コールドスナップショットデータが読み取られると、ホットになり、プライマリストレージ階層
に書き込まれます。これは、AWS CLI や Amazon FSx API、またはネットアップ ONTAP CLI を使用し
てボリュームを作成する場合のデフォルトポリシーです。

• [All] (すべて) — このポリシーは、すべてのユーザーデータとスナップショットデータをコールドとして
マークし、容量プール階層に保存します。データブロックが読み込み時には、コールド状態のまま、プ
ライマリストレージ階層には書き込まれません。[All] (すべて) の階層化 ポリシーを使用してボリューム
にデータを書き込むと、最初は SSD ストレージ階層に書き込まれ、バックグラウンドプロセスによって
容量プールに階層化されます。ファイルのメタデータは常に SSD 階層に残っていることに注意してくだ
さい。

• [None] (なし) — このポリシーは、ボリュームのすべてのデータをプライマリストレージ層に保持し、
キャパシティプールストレージに移動できないようにします。他のポリシーを使用した後、ボリューム
をこのポリシーに設定した場合、容量プールストレージにあったボリューム内の既存のデータは、SSD 
の使用率が 90% 未満であれば、バックグラウンドプロセスによって SSD ストレージに移動されます。
このバックグラウンドプロセスは、意図的にデータを読み取るか、ボリュームのクラウド検索ポリシー
を変更することで高速化できます。詳細については、「クラウド取得ポリシー (p. 74)」を参照してく
ださい。

ボリュームの階層化ポリシーの設定または変更の詳細については、ボリュームの階層化ポリシーの設
定 (p. 81) を参照してください。

階層化の冷却期間
ボリュームの階層化冷却期間は、SSD 階層内のデータがコールドとしてマークされるまでにかかる時
間を設定します。冷却期間は、Auto や Snapshot-only、および階層化ポリシーに適用されます。冷
却期間は 2～183 日の範囲の値に設定できます。冷却期間の設定の詳細については、最低冷却日数の設
定 (p. 83) を参照してください。

データは、冷却期間が終了してから 24～48 時間後に階層化されます。階層化はネットワークリソースを
消費するバックグラウンドプロセスであり、クライアント側のリクエストよりも優先度が低くなります。
クライアント側のリクエストが続いている場合、階層化アクティビティは制限されます。

ボリュームの冷却期間の設定については、最低冷却日数の設定 (p. 83) を参照してください。

クラウド取得ポリシー
ボリュームのクラウド検索ポリシーは、容量プール階層から読み取られたデータを SSD 階層に昇格させる
タイミングを指定するための条件を設定します。クラウド検索ポリシーを Default 以外に設定すると、
このポリシーがボリュームの階層化ポリシーの取得動作よりも優先されます。ボリュームには、次のいず
れかのクラウド検索ポリシーがあります。

• [Default] (デフォルト) — このポリシーは、ボリュームの基礎となる階層化ポリシーに基づいて階層化さ
れたデータを取得します。これはすべてのボリュームのデフォルトのクラウド検索ポリシーです。

• [Never] (なし) — このポリシーは、読み取りがシーケンシャルかランダムかに関係なく、階層化された
データを取得しません。これは、ボリュームの階層化ポリシーを [All] (すべて) に設定するのと似ていま
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すが、他のポリシー - [Auto] (自動)、[Snapshot-only] (スナップショットのみ) - と併用することで、デー
タを即時ではなく、最小冷却期間に従って階層化することができます。

• [On-read] (読み取り時) — このポリシーは、クライアント主導のすべてのデータ読み取りに対して、階
層化されたデータを取得します。このポリシーは、[All] (すべての) 階層化ポリシーを使用している場合
は効果がありません。

• [Promote] (プロモート) — このポリシーは、容量プールにあるボリュームのすべてのデータを SSD 階
層に取得対象としてマークします。データは、日次バックグラウンド階層化スキャナーが、次回実行
されたときにマークされます。このポリシーは、頻繁には実行されない周期的なワークロードがある
が、実行時には SSD 階層のパフォーマンスが必要なアプリケーションにとって有益です。このポリシー
は、[All] (すべての) 階層化ポリシーを使用している場合は効果がありません。

ボリュームのクラウド検索ポリシーの設定については、ボリュームのクラウド検索ポリシーの設
定 (p. 85) を参照してください。

階層化のしきい値
ファイルシステムの SSD ストレージ容量の使用率によって、ONTAP がすべてのボリュームの階層化動作
を管理する方法が決まります。ファイルシステムの SSD ストレージ容量の使用状況に基づいて、以下の
しきい値によって階層化の動作が説明どおりに設定されます。ボリュームの SSD ストレージ階層の容量
使用率を監視する方法については、Amazon FSx コンソールでのボリュームストレージ容量のモニタリン
グ (p. 77) を参照してください。

Note

SSD ストレージ層のストレージ容量使用率が 80% を超えないようにすることをお勧めしま
す。これにより、階層化が適切に機能し、新しいデータのオーバーヘッドが発生します。SSD 
ストレージ層のストレージ容量使用率が一貫して 80% を上回っている場合は、SSD ストレー
ジ層の容量を増やすことができます。詳細については、「SSD ストレージ容量と IOPS の更
新 (p. 59)」を参照してください。

FSx for ONTAP では、次のストレージ容量のしきい値を使用してボリュームの階層化を管理します。

• SSD ストレージ階層の使用率が 50% 未満 — このしきい値では、SSD ストレージ階層は十分に活用さ
れていないと見なされ、[All] (すべての) 階層化ポリシーを使用しているボリュームのみが容量プールス
トレージにデータを階層化しています。[Auto] (自動) ポリシーと [Snapshot-only] (Snapshot 専用) ポリ
シーが適用されているボリュームでは、このしきい値ではデータが階層化されません。

• SSD ストレージ階層の使用率が 50% を超える — [Auto] (自動) および [Snapshot-only] (Snapshot 専用) 
の階層化ポリシーが適用されたボリュームでは、階層化の最小冷却日数設定に基づいてデータが階層化
されます。デフォルト設定は 31 日間。

• SSD ストレージ階層の使用率が 90% 以上 – このしきい値では、Amazon FSx は SSD ストレージ階層の
スペース確保を優先します。[Auto] (自動) および [Snapshot-only] (Snapshot 専用) ポリシーを使用する
ボリュームを読み取る場合、容量プール階層のコールドデータが SSD ストレージ層に移動されなくなり
ました。

• SSD ストレージ階層の使用率が 98% 以上 – SSD ストレージ階層の使用率が 98% 以上になると、すべ
ての階層化機能が停止します。ストレージ階層からの読み取りは引き続き可能ですが、階層への書き込
みはできません。

ボリュームストレージ容量
FSx for ONTAP ボリュームは、データをグループ化し、データの保存方法を決定し、データへのアクセ
スの種類を決定するために使用する仮想リソースです。ボリュームは、フォルダと同様に、ファイルシ
ステムのストレージ容量自体を消費しません。ボリュームに保存されているデータのみが SSD ストレー
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ジを消費し、ボリュームの階層化ポリシー (p. 73) によっては容量プールストレージも消費します。ボ
リュームのサイズは作成時に設定し、後でサイズを変更できます。AWS Management Console や AWS 
CLI、API、および ONTAP CLI を使用して、FSx for ONTAP ボリュームのストレージ容量を監視および管
理できます。

トピック
• ボリュームストレージ容量の管理 (p. 76)
• ボリュームファイル容量の管理 (p. 79)
• ボリュームの階層化ポリシーの設定 (p. 81)
• 最低冷却日数の設定 (p. 83)
• ボリュームのクラウド検索ポリシーの設定 (p. 85)
• スナップショットとボリュームストレージ容量 (p. 85)

ボリュームストレージ容量の管理
AWS Management Console や AWS CLI、API、および ONTAP CLI を使用してボリュームサイズを手動で
増減することで、ボリュームストレージ容量を管理できます。ボリュームの自動サイズ設定を有効にする
ことで、使用済みストレージ容量のしきい値に達すると、ボリュームサイズが自動的に拡大または縮小さ
れます。ONTAP CLI を使用してボリュームの自動サイズ設定を管理します。

トピック
• ボリュームストレージ容量の増加 (p. 76)
• ボリュームの自動サイズ調整を有効にする (p. 77)
• Amazon FSx コンソールでのボリュームストレージ容量のモニタリング (p. 77)

ボリュームストレージ容量の増加
ボリュームのストレージ容量を増やすには、Amazon FSx コンソール、AWS CLI、Amazon FSx API を使
用します。ボリュームストレージ容量の更新の詳細については、ボリュームの更新 (p. 134) を参照して
ください。

ONTAP CLI を使用して、volume modify コマンドで、ボリュームのストレージ容量を変更することも
できます。

ONTAP CLI を使用して、FSx for ONTAP ボリュームのサイズを大きくするには

1. NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、次のコマンドを実行して、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシステムの管理ポートで SSH セッションを確立しま
す。management_endpoint_ip をファイルシステムの管理ポートの IP アドレスに置き換えます。

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154)」を参照して
ください。

2. 以下のコマンドを実行して、次の値を置き換えます。

• svm_name をボリュームが作成されているストレージ仮想マシン (SVM) の名前に置き換えます。
• vol_name をサイズを変更するボリュームの名前に置き換えます。
• vol_size を integer[KB|MB|GB|TB|PB] 形式のボリュームの新しいサイズに置き換えます。

(例えば、ボリュームサイズを 100 ギガバイトに増やすには 100GB です)。
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::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -size vol_size

ボリュームの自動サイズ調整を有効にする
ボリュームの自動サイズ設定を有効にして、ボリュームが使用済みスペースのしきい値に達した場合に
指定したサイズに自動的に引き上げられるようにすることができます。これは、volume autosize
ONTAP CLI コマンドを使用して、FlexVol ボリュームタイプ (FSx for ONTAP のデフォルトのボリューム
タイプ) に対して実行できます。

ボリュームの自動サイズ調整を有効にするには (ONTAP CLI)

1. NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、次のコマンドを実行して、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシステムの管理ポートで SSH セッションを確立しま
す。management_endpoint_ip をファイルシステムの管理ポートの IP アドレスに置き換えます。

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154)」を参照して
ください。

2. 以下のように volume autosize コマンドを使用して、次の値を置き換えます。

• svm_name をボリュームが作成されている SVM の名前に置き換えます。
• vol_name をサイズを変更するボリュームの名前に置き換えます。
• grow_threshold を、ボリュームのサイズが自動的に引き上げられる (最大 max_size 値まで) 使

用済みスペースのパーセンテージ値 (90 など) に置き換えます。
• max_size を、ボリュームを増やせる最大サイズに置き換えます。integer[KB|MB|GB|TB|PB]

形式を使用します。例えば、100TB です。最大サイズは 100 TB です。デフォルトはボリュームサ
イズの 120% です。

• min_size をボリュームが縮小する最小サイズに置き換えます。max_size と同じ形式を使用して
ください。

• shrink_threshold は使用済みスペースのパーセンテージに置き換えます。このパーセンテージ
に達すると、ボリュームのサイズが自動的に縮小されます。

::> volume autosize -vserver svm_name -volume vol_name -mode grow_shrink -
grow-threshold-percent grow_threshold -maximum-size max_size -shrink-threshold-
percent shrink_threshold -minimum-size min_size

Amazon FSx コンソールでのボリュームストレージ容量のモニタ
リング
Amazon FSx コンソールでは、ボリュームの使用可能なストレージとそのストレージ分布を表示できま
す。[Available Storage] (使用可能なストレージ) グラフには、ボリュームの空きストレージ容量が時系列で
表示されます。[Storage distribution] (ストレージ分布) グラフには、ボリュームのストレージ容量が現在 4 
つのカテゴリにどのように分布しているかが表示されます。

• ユーザーデータ
• スナップショットデータ
• 使用可能なボリューム容量
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• その他のデータ

ボリュームの使用可能なストレージ容量とストレージ分布を表示するには (Amazon FSx コンソー
ル)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーション列で [Volumes] (ボリューム) を選択し、ストレージ容量情報を表示する 

ONTAP ボリュームを選択します。ボリュームの詳細ページが表示されます。
3. 2 つ目のパネルで、[Monitoring] (モニタリング) タブを選択します。[Available storage] (使用可能なス

トレージ) と [Storage distribution] (ストレージ分布) のグラフが、他のいくつかのグラフとともに表示
されます。

ボリュームストレージ容量の使用量 (ONTAP CLI)
オプションで、volume show-space ONTAP CLI コマンドを使用して、ボリュームのストレージ容量
がどのように消費されているかを確認できます。詳細については、「NetApp ONTAP ドキュメントセン
ター」の「volume show-space」を参照してください。

1. NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、次のコマンドを実行して、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシステムの管理ポートで SSH セッションを確立しま
す。management_endpoint_ip をファイルシステムの管理ポートの IP アドレスに置き換えます。

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154)」を参照して
ください。
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2. 次のコマンドを実行し、ボリュームのストレージ容量使用量を表示します。

• svm_name をボリュームが作成されている SVM の名前に置き換えます。
• vol_name を、データ階層化ポリシーを設定するボリュームの名前に置き換えます。

::> volume show-space -vserver svm_name -volume vol_name

コマンドが成功した場合は、以下のような出力が表示されます。

Vserver : svm_name
Volume  : vol_name
Feature                                    Used      Used%
--------------------------------     ----------     ------
User Data                                 140KB         0%
Filesystem Metadata                     164.4MB         1%
Inodes                                  10.28MB         0%
Snapshot Reserve                        563.2MB         5%
Deduplication                              12KB         0%
Snapshot Spill                           9.31GB        85%
Performance Metadata                      668KB         0%

Total Used                              10.03GB        91%

Total Physical Used                     10.03GB        91%

このコマンドの出力には、このボリュームで異なるタイプのデータが占める物理領域の量が表示
されます。また、各タイプのデータが消費する総ボリューム容量の割合も表示されます。この例で
は、Snapshot Spill および Snapshot Reserve がボリュームの容量の 合計 90% を消費しま
す。

Snapshot Reserve は、スナップショットコピーの保存用に確保されているディスク容量を表示しま
す。スナップショットコピーのストレージがリザーブスペースを超えると、ファイルシステムにオーバー
フローし、この量が Snapshot Spill の下に表示されます。

使用可能な領域を増やすには、次の手順に示すように、ボリュームのサイズを大きくする (p. 76)か、使
用していないスナップショット (p. 94)を削除します。

FlexVol ボリュームタイプ (デフォルトの FSx for ONTAP のボリュームタイプ) の場合、ボリュームの自動
サイズ調整 (p. 77)を有効にすることもできます。自動サイズ調整を有効にすると、特定のしきい値に
達した場合にボリュームサイズが自動的に増加します。自動スナップショットを無効化することもできま
す。これらの機能については、以降のセクションで説明します。

ボリュームファイル容量の管理
Amazon FSx for NetApp ONTAP ボリュームには、ファイル名、最終アクセス時間、権限、サイズなどの
ファイルメタデータを保存したり、データブロックへのポインタとして機能したりするために使用される
ファイルポインタがあります。これらのファイルポインタは inode と呼ばれ、各ボリュームには inode の
数に対する有限の容量があり、これをボリュームファイル容量と呼びます。ボリュームの容量が少なく
なったり、使用可能なファイル (inode) を使い果たしたりすると、そのボリュームに追加のデータを書き
込むことはできません。

トピック
• ボリュームファイル容量 (p. 80)
• ボリュームのファイル容量を表示する (p. 80)
• ボリューム上の最大ファイル数を増やす (p. 81)
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ボリュームファイル容量
ボリュームに格納できるファイルシステムオブジェクト (ファイル、ディレクトリ、スナップショット
コピー) の数は、その inode の数によって決まります。ボリューム内の inode の数は、ボリュームのスト
レージ容量に比例して、増加します。デフォルトでは、648 GiB 以上のストレージ容量を持つボリューム
は、すべて同じ数 (21,251,126) の inode を持ちます。648 GiB を超えるボリュームを作成し、21,251,126 
以上の inode をを含める場合は、ボリューム上のファイルの最大数を手動で増やす必要があります。詳細
については、「ボリューム上のファイルの最大数を増やすには (p. 81)」を参照してください。

ボリューム上の inode のデフォルトの数は、ボリュームストレージ容量の 32 KiB ごとに 1 つの inode で、
ボリュームサイズは 648 GiB までとされています。1 GiB ボリュームの場合:

ボリュームサイズ (バイト単位)×(1 ファイル÷バイト単位の inode サイズ)=ファイルの最大数

1,073,741,824 バイト×(1 ファイル÷32,768 バイト)=32,768 ファイル

ボリュームに含めることができる inode の最大数は、ストレージ容量 4 KiB ごとに最大 1 つの inode まで
増やすことができます。1 GiB ボリュームの場合、inode またはファイルの最大数が 32,768 から 262,144 
に増加します:

1073,741,824 バイト×(1 ファイル÷ 4096 バイト)=262,144 ファイル

FSx for ONTAP には、最大 20 億の inode を含めることができます。

ボリュームのファイル容量を表示する
次のいずれかの方法を使用すると、ボリュームで許可されているファイルの最大数と、既に使用されてい
るファイルの数を表示できます。

• CloudWatch ボリュームメトリクス FilesCapacity および FilesUsed。
• Amazon FSx コンソールで、ボリュームの[Monitoring] (モニタリング) タブにある [Available files 

(inodes)] (使用可能なファイル (inode)) チャートに移動します。次の画像は、時間の経過とともに減少す
るボリューム上の [Available files (inodes)] (使用可能なファイル (inode)) を示しています。
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ボリューム上の最大ファイル数を増やす
FSx for ONTAP ボリュームは、使用可能な inode またはファイルポインタの数を使い切ると、ファイル容
量が足りなくなることがあります。

ボリューム上のファイルの最大数を増やすには

volume modify ONTAP CLI コマンドを使用して、ボリューム上のファイルの最大数を増やすことがで
きます。詳細については、「NetApp ONTAP ドキュメントセンター」の「volume modify」を参照して
ください。

1. NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、次のコマンドを実行して、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシステムの管理ポートで SSH セッションを確立しま
す。management_endpoint_ip をファイルシステムの管理ポートの IP アドレスに置き換えます。

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154)」を参照して
ください。

2. ユースケースに応じて、以下のいずれかを実行します。svm_name および vol_name を実際の値に置
き換えます。

• 使用可能なファイル (inode) が常に最大数になるようにボリュームを設定するには、次の手順を実
行します。

1. 次のコマンドを使用して ONTAP CLI でアドバンストモードを開始します。

::> set adv

2. このコマンドを実行すると、この出力が表示されます。y を入力して続行します。

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when
directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

3. ボリューム上のファイルの最大数を常に使用するには、次のコマンドを入力します。

::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -files-set-maximum true

• ボリュームで許可されるファイルの総数を max_number_files = 
(current_size_of_volume) × (1 file ÷ 4 KiB) を使用して手動で指定するには、使用可
能な最大値である 20 億まで次のコマンドを使用します。

::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -files max_number_files

ボリュームの階層化ポリシーの設定
AWS Management Console や AWS CLI、API および ONTAP CLI を使用して、ボリュームの階層化ポリ
シーを変更できます。

ボリュームのデータ階層化ポリシーを変更するには (コンソール)

次の手順に従って、AWS Management Console を使用して、ボリュームのデータ階層化ポリシーを変更し
ます。
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1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで [Volumes] (ボリューム) を選択し、データ階層化ポリシーを変更する 

ONTAP ボリュームを選択します。
3. [Actions] (アクション) ドロップダウンメニューから、[Update volume] (ボリュームの更新) を選択しま

す。[Update volume] (ボリュームの更新) ウィンドウが表示されます。
4. [Capacity pool tiering policy] (容量プールの階層化ポリシー) では、ボリュームの新しいポリシーを選

択します。詳細については、「階層化ポリシー (p. 73)」を参照してください。
5. [Update] (更新) を選択して、新しいポリシーをボリュームに適用します。

ボリュームの階層化ポリシーを変更するには (CLI)

「update-volume」(ボリューム更新) の CLI コマンドを使用してボリューム設定を変更します 
(「UpdateVolume」(ボリューム更新) は Amazon FSx API アクションと同等です)。次の CLI コマンド例で
は、ボリュームのデータ階層化ポリシーを SNAPSHOT_ONLY に設定します。

aws fsx update-volume \ 
    --volume-id fsxvol-abcde0123456789f
    --ontap-configuration TieringPolicy={Name=SNAPSHOT_ONLY}

リクエストが成功すると、システムはボリュームの説明を応答します。

{ 
    "Volume": { 
        "CreationTime": "2021-10-05T14:27:44.332000-04:00", 
        "FileSystemId": "fs-abcde0123456789f", 
        "Lifecycle": "CREATED", 
        "Name": "vol1", 
        "OntapConfiguration": { 
            "FlexCacheEndpointType": "NONE", 
            "JunctionPath": "/vol1", 
            "SecurityStyle": "UNIX", 
            "SizeInMegabytes": 1048576, 
            "StorageEfficiencyEnabled": true, 
            "StorageVirtualMachineId": "svm-abc0123de456789f", 
            "StorageVirtualMachineRoot": false, 
            "TieringPolicy": { 
                "CoolingPeriod": 2, 
                "Name": "SNAPSHOT_ONLY" 
            }, 
            "UUID": "aaaa1111-bb22-cc33-dd44-abcde01234f5", 
            "OntapVolumeType": "RW" 
        }, 
        "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-abcde0123456789f/
fsvol-abc012def3456789a", 
        "VolumeId": "fsvol-abc012def3456789a", 
        "VolumeType": "ONTAP" 
    }
}

ボリュームの階層化ポリシーを変更するには (ONTAP CLI)

volume modify ONTAP CLI コマンドを使用して、ボリュームの階層化ポリシーを設定します。詳細に
ついては、「NetApp ONTAP ドキュメントセンター」の「volume modify」を参照してください。

1. NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、次のコマンドを実行して、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシステムの管理ポートで SSH セッションを確立しま
す。management_endpoint_ip をファイルシステムの管理ポートの IP アドレスに置き換えます。
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[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154)」を参照して
ください。

2. 次のコマンドを使用して ONTAP CLI アドバンスドモードを開始します。

FSx::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when 
     directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

3. 次のコマンドを使用して、ボリュームデータ階層化のポリシーを変更します。

• svm_name をボリュームが作成されている SVM の名前に置き換えます。
• vol_name を、データ階層化ポリシーを設定するボリュームの名前に置き換えます。
• tiering_policy を、目的のポリシーに置き換えます。有効な値は snapshot-
only、auto、all、または none です。詳細については、「階層化ポリシー (p. 73)」を参照し
てください。

FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -tiering-policy tiering_policy

最低冷却日数の設定
ボリュームの最小冷却日数は、どのデータがワームで、どのデータがコールドかを決定するための閾値
を設定します。AWS CLI、API および ONTAP CLI を使用して、ボリュームの最小冷却日数を設定できま
す。

ボリュームの最小冷却日数を設定するには (AWS CLI)

• 「update-volume」(ボリューム更新) の CLI コマンドを使用してボリューム設定を変更します 
(「UpdateVolume」(ボリューム更新) は Amazon FSx API アクションと同等です)。次の CLI コマンド
例では、ボリュームの CoolingPeriod を 104 日に設定しています。

aws fsx update-volume \ 
    --volume-id fsxvol-abcde0123456789f
    --ontap-configuration TieringPolicy={Name=SNAPSHOT_ONLY}
aws fsx update-volume --volume-id fsvol-006530558c14224ac --ontap-configuration 
 TieringPolicy={CoolingPeriod=104}                         
                         

システムは、リクエストが成功すると、ボリュームの説明を応答します。

{ 
    "Volume": { 
        "CreationTime": "2021-10-05T14:27:44.332000-04:00", 
        "FileSystemId": "fs-abcde0123456789f", 
        "Lifecycle": "CREATED", 
        "Name": "vol1", 
        "OntapConfiguration": { 
            "FlexCacheEndpointType": "NONE", 
            "JunctionPath": "/vol1", 
            "SecurityStyle": "UNIX", 
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            "SizeInMegabytes": 1048576, 
            "StorageEfficiencyEnabled": true, 
            "StorageVirtualMachineId": "svm-abc0123de456789f", 
            "StorageVirtualMachineRoot": false, 
            "TieringPolicy": { 
                "CoolingPeriod": 104, 
                "Name": "SNAPSHOT_ONLY" 
            }, 
            "UUID": "aaaa1111-bb22-cc33-dd44-abcde01234f5", 
            "OntapVolumeType": "RW" 
        }, 
        "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-abcde0123456789f/
fsvol-abc012def3456789a", 
        "VolumeId": "fsvol-abc012def3456789a", 
        "VolumeType": "ONTAP" 
    }
}

ボリュームの最小冷却日数を設定するには (ONTAP CLI)

volume modify ONTAP CLI コマンドを使用して、既存のボリュームの最小冷却日数を設定します。詳
細については、「NetApp ONTAP ドキュメントセンター」の「volume modify」を参照してください。

1. NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、次のコマンドを実行して、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシステムの管理ポートで SSH セッションを確立しま
す。management_endpoint_ip をファイルシステムの管理ポートの IP アドレスに置き換えます。

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154)」を参照して
ください。

2. 次のコマンドを使用して ONTAP CLI アドバンスドモードを開始します。

FSx::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when 
     directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

3. 次のコマンドを使用して、ボリュームの階層化の最小冷却日数を変更します。

• svm_name をボリュームが作成されている SVM の名前に置き換えます。
• vol_name を、冷房日数を設定するボリュームの名前に置き換えてください。
• cooling_days を、希望する 2～183 の整数に置き換えます。

FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -tiering-minimum-cooling-
days cooling_days

リクエストが成功すると、システムは次のように応答します。

Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.
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ボリュームのクラウド検索ポリシーの設定
volume modify ONTAP CLI コマンドを使用して、既存のボリュームのクラウド検索ポリシーを設定し
ます。詳細については、「NetApp ONTAP ドキュメントセンター」の「volume modify」を参照してく
ださい。

ボリュームのクラウド検索ポリシーを設定するには (ONTAP CLI)

1. NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、次のコマンドを実行して、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシステムの管理ポートで SSH セッションを確立しま
す。management_endpoint_ip をファイルシステムの管理ポートの IP アドレスに置き換えます。

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154)」を参照して
ください。

2. 次のコマンドを使用して ONTAP CLI アドバンスドモードを開始します。

FSx::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when 
     directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

3. 次のコマンドを使用して、ボリュームのクラウド検索ポリシーを設定します。

• svm_name をボリュームが作成されている SVM の名前に置き換えます。
• vol_name を、クラウド検索ポリシーを設定するボリュームの名前に置き換えてください。
• retrieval_policy を、default、on-read、never または promote のいずれか希望の値に置

き換えます。

FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -cloud-retrieval-
policy retrieval_policy

リクエストが成功すると、システムは次のように応答します。

Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.

スナップショットとボリュームストレージ容量
[Snapshot] (スナップショット) は、ある時点における Amazon FSx for NetApp ONTAP ボリュームの読み
取り専用イメージです。スナップショットは、ボリューム内のファイルの間違った削除や変更からの保護
を提供します。スナップショットで、ユーザーは以前のスナップショットから個々のファイルやフォルダ
を簡単に表示および復元できます。

スナップショットはファイルシステムのデータと一緒に保存されるため、ファイルシステムのストレージ
容量が消費されます。ただし、スナップショットは、前回のスナップショット以降に変更されたファイル
の部分に対してのみストレージ容量を消費します。スナップショットは、ファイルシステムボリュームの
バックアップには含まれません。

スナップショットは、デフォルトのスナップショットポリシーを使用して、ボリューム上でデフォルト
で有効になります。スナップショットはボリュームのルート内の .snapshot ディレクトリに保存されま
す。スナップショットのボリュームストレージ容量を管理できます。
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• 「Snapshot policies (p. 92)」 (スナップショットポリシー) — 組み込みのスナップショットポリシー
を選択するか、ONTAP CLI または REST API で作成したカスタムポリシーを選択します。

• 「Manually delete snapshots (p. 94)」(スナップショットの手動削除) — スナップショットを手動で削
除してストレージ容量を再利用します。

• 「Create a snapshot autodelete policy (p. 94)」(スナップショット自動削除ポリシーの作成) — デ
フォルトのスナップショットポリシーよりも多くのスナップショットを削除するポリシーを作成しま
す。

• 「Turn off automatic snapshots (p. 95)」(自動スナップショットをオフにする) — 自動スナップ
ショットをオフにしてストレージ容量を節約します。
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データの保護
Amazon FSxは、ファイルシステムのデータを自動的にレプリケーションして高い耐久性を確保するだけ
でなく、ファイルシステムに保存されているデータを、さらに保護するための以下のオプションが提供さ
れています:

• Amazon FSx のネイティブバックアップは、Amazon FSx 内のバックアップ保持およびコンプライアン
スのニーズをサポートします。また、AWS Backup を使用して、クラウド内の AWS のサービス 全体の
バックアップを一元管理、自動化、保護することもできます。

• スナップショットは、ユーザーがファイルを以前のバージョンに復元することで、ファイルの変更を元
に戻したり、ファイルのバージョンを比較したりすることを有効にします。

• 2 番目のファイルシステムに Amazon FSx ファイルシステムをレプリケーションすることで、データの
保護とリカバリーが行われます。レプリケーションは、有効にすると、スケジュールに沿って自動的に
実行されます。

トピック
• バックアップの使用 (p. 87)
• スナップショットの使用 (p. 92)
• NetApp SnapMirror を使用したスケジュールレプリケーション (p. 96)

バックアップの使用
FSx for ONTAP を使用すると、ファイルシステム上のボリュームの日次自動バックアップとユーザー開始
バックアップを作成できます。Amazon FSx バックアップはボリュームごとです。つまり、各バックアッ
プには特定のボリュームのデータのみが含まれます。Amazon FSx バックアップは、高い耐久性、増分的
です。

Amazon FSx バックアップは、自動の日次バックアップを使用して生成されるか、ユーザー主導のバック
アップ機能を使用して生成されるかにかかわらず、増分します。つまり、最新のバックアップを実行した
時点から、ボリューム上で変更のあるデータのみが保存されます。これにより、バックアップの作成に必
要な時間が最小限に抑えられ、データを複製しないことでストレージコストを節約できます。バックアッ
プを削除すると、そのバックアップに固有のデータのみが削除されます。各 Amazon FSx バックアップに
は、バックアップから新しいボリュームを作成するために必要なすべての情報が含まれており、ファイル
システムボリュームのポイントインタイムスナップショットを効果的に復元します。

ボリュームの定期的なバックアップを作成することは、バックアップの保持とコンプライアンスのニーズ
をサポートするのに役立つベストプラクティスです。Amazon FSx バックアップの操作は、バックアップ
の作成、バックアップからの復元、またはバックアップの削除のいずれであっても、簡単です。

Amazon FSx では、RW (read/write) の OntapVolumeType を使用して ONTAP FlexVol ボリュームのバック
アップがサポートされています。データをバックアップするには、ボリュームとファイルシステムのプラ
イマリ SSD ストレージ層の両方に、バックアップスナップショットを作成するのに十分なストレージ容量
が必要です。ボリュームスナップショットのために追加で消費される容量によってボリュームの使用率が 
98% を超える場合は、バックアップスナップショットを作成することはできません。ボリュームのプライ
マリ SSD ストレージ層の使用率が 80% を超えないようにするのがベストプラクティスです。

Note

Amazon FSx は、現在、DP (データ保護) ボリューム、LS (ロードシェアリング) ボリュー
ム、FlexGroup ボリュームのバックアップをサポートしていません。

トピック
• バックアップの仕組み (p. 88)
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• 自動の日次バックアップの操作 (p. 88)
• ユーザー起動のバックアップの使用 (p. 89)
• バックアップへのタグのコピー (p. 89)
• Amazon FSx で AWS Backup を使用する (p. 90)
• バックアップの復元 (p. 90)
• バックアップの削除 (p. 91)

バックアップの仕組み
Amazon FSx バックアップは、スナップショット (ある時点のボリュームの読み取り専用イメージ) を使
用して、バックアップ間の増分を維持します。バックアップが行われるたびに、Amazon FSx はまずボ
リュームのスナップショットを作成します (スナップショットはボリュームに保存され、SSD ストレージ
層の領域が消費されます)。次に、Amazon FSx は、このスナップショットを以前のバックアップスナップ
ショット (存在する場合) と比較し、変更されたデータのみをバックアップにコピーします。以前のバック
アップスナップショットが存在しない場合は、最新のバックアップスナップショットの内容全体がバック
アップにコピーされます。最新のバックアップスナップショットが正常に作成されると、Amazon FSx は
以前のバックアップスナップショットを削除します。プロセスが繰り返される場合、最新のバックアップ
に使用されたスナップショットは、次のバックアップが作成されるまで、ボリュームに残ります。

自動の日次バックアップの操作
デフォルトでは、Amazon FSx はファイルシステムのボリュームの自動バックアップを毎日取得します。
これらの自動の日次バックアップは、ファイルシステムの作成時に設定された日次バックアップウィンド
ウ中に実行されます。日次バックアップウィンドウ中のある時点で、バックアッププロセスが初期化して
いる間にストレージ I/O が一時的に中断することがあります (通常は数秒以内)。日次バックアップ期間を
選択するときは、1 日の中で都合の良い時間帯を選択することをお勧めします。この時間は、ボリューム
を使用するアプリケーションの通常の動作時間外であることが理想的です。

自動の日次バックアップは、保持期間と呼ばれる一定期間の間保持されます。Amazon FSx コンソールで
ファイルシステムを作成する場合、デフォルトの自動日次バックアップの保持期間は 30 日です。デフォ
ルトの保持期間は Amazon FSx API と CLI で異なります。自動バックアップの保持期間は、1～90 日間で
設定できます。

Note

自動の日次バックアップの最大保持期間は 90 日ですが、ユーザー主導のバックアップ (AWS 
Backup を使用したバックアップ) は、ユーザーまたは AWS Backup サービスが削除しない限り、
永久に保持されます。ユーザー主導のバックアップの詳細については、ユーザー起動のバック
アップの使用 (p. 89) を参照してください。

自動の日次バックアップは、ボリュームを削除すると削除されます。

毎日のバックアップウィンドウと保存期間はどちらも、ファイルシステム上のすべてのボリュームに
適用されるシステムレベルの設定です。Amazon FSx コンソール、AWS CLI、またはいずれかの AWS 
SDKを使用して、ファイルシステムのバックアップウィンドウとバックアップ保持期間を変更できま
す。UpdateFileSystem API オペレーションまたは update-file-system CLI コマンドを使用しま
す。Amazon FSx API または AWS CLI を使用して AutomaticBackupRetentionDays プロパティを 0 
に設定すると、日次自動バックアップが無効になります。次の手順では、Amazon FSx コンソールで日次
自動バックアップを使用しないように設定する方法の詳細を説明します。

Amazon FSx コンソールで日次自動バックアップを使用しないように設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ファイルシステムの詳細ページを表示するには、左のナビゲーションペインで、[File systems] (ファ

イルシステム) を選択し、更新する FSx for ONTAP ファイルシステムを選択します。
3. ページの 2 番目のパネルで [Backups] (バックアップ) タブを選択します。
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4. [Update] (更新) を選択します。
5. [No] を選択します。
6. チェックボックスをオンにすると、日次自動バックアップが無効になります。
7. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

ユーザー起動のバックアップの使用
Amazon FSx では、いつでもファイルシステムのボリュームのバックアップを手動で作成できます。これ
は、Amazon FSx コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して行うこ
とができます。ユーザー主導のバックアップは有効期限切れにならず、保持したい限り使用できます。
ユーザーによるバックアップは、バックアップが作成されたボリュームまたはファイルシステムを削除
した後でも保持されます。Amazon FSx コンソール、API、または CLI を使用してのみ、ユーザー主導の
バックアップを削除できます。Amazon FSx によって自動的に削除されることはありません。詳細につい
ては、「バックアップの削除 (p. 91)」を参照してください。

ユーザー起動のバックアップの作成
次の手順では、ユーザーが Amazon FSx コンソールで既存のファイルシステムのボリュームに対するバッ
クアップを作成する方法について説明します。

ユーザー主導のボリュームのバックアップを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ファイルシステムに移動し、ボリュームをバックアップする ONTAP ファイルシステムを選択しま

す。
3. ボリュームタブを選択します。
4. バックアップするボリュームを選択します。
5. [Actions] (アクション) で、[Create backup] (バックアップの作成) を選択します。
6. [Create backup] (バックアップの作成) ダイアログボックスが表示されますので、バックアップ名を入

力します。バックアップ名は、英字、空白、数字、特殊文字. + - = _ : / を含む最大 256 の Unicode 文
字を使用できます。

7. [Create backup] (バックアップを作成) を選択します。

これで、ファイルシステムのボリュームの 1 つのバックアップが作成されました。左側のナビゲーション
で、[Backups] (バックアップ を選択すると、Amazon FSx コンソールにすべてのバックアップの表を見つ
けることができます。バックアップに付けた名前と、一致する結果のみを表示するようにテーブルフィル
ターを検索できます。

この手順で説明したようにユーザーが開始するバックアップを作成すると、タイプは USER_INITIATED
になり、完全に使用可能になるまで CREATING ステータスになります。

バックアップへのタグのコピー
Amazon FSx API または AWS CLI でボリュームを作成または更新するときに CopyTagsToBackups がボ
リュームの任意のタグをバックアップに自動的にコピーするように設定することができます。

Note

ユーザーが開始したバックアップ (Amazon FSx コンソールを使用してバックアップを作成すると
きの名前タグを含む) を作成するときにタグを指定すると、CopyTagsToBackups を使用するよ
うに設定した場合でも、タグはボリュームからコピーされません。

タグ付けの詳細については、「Amazon FSx リソースのタグ付け (p. 150)」を参照してくださ
い。CopyTagsToBackups を使用するように設定する方法の詳細については、「Amazon FSx for NetApp 
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ONTAP ユーザーガイド」の ボリュームを作成するには (CLI) (p. 133) と ボリューム設定を更新するに
は (CLI) (p. 136) または「Amazon FSx for NetApp ONTAP API リファレンス」の「Create Volume」(ボ
リュームの作成) と「Update Volume」(ボリュームの更新) を参照してください。

Amazon FSx で AWS Backup を使用する
AWS Backup は、Amazon FSx for NetApp ONTAP ボリュームをバックアップすることでデータを保護す
る、シンプルかつコスト効率の高い方法です。AWS Backup は、バックアップの作成、復元、削除を簡
素化すると同時に、レポートと監査を改善するように設計された統合バックアップサービスです。AWS 
Backup を使用すると、法律、規制、専門家によるコンプライアンスのための集中バックアップ戦略の開
発が容易になります。AWS Backup は、次のことを実行できる一元的な場所を提供することで、AWS ス
トレージボリューム、データベース、ファイルシステムの保護も簡素化します。

• バックアップする AWS リソースの設定および監査。
• バックアップのスケジューリングの自動化。
• 保持ポリシーの設定。
• 最近のすべてのバックアップ、コピー、および復元アクティビティのモニタリング。

AWS Backup は、Amazon FSx の組み込みバックアップ機能を使用します。AWS Backup コンソールか
ら取得したバックアップは、同じレベルのファイルシステムの一貫性とパフォーマンスを備えており、ボ
リュームに対して取得した他の Amazon FSx バックアップ (ユーザーが起動または自動) と比較すると増
分的です。また、Amazon FSx コンソールで取得されるバックアップと同じ復元オプションを備えていま
す。AWS Backup を使用してこれらのバックアップを管理すると、1 時間ごとの頻度で予定されるバック
アップを作成する機能などの追加の機能を利用できます。さらに、AWS Backup は、ソースファイルシス
テムが削除された後でもイミュータブルのバックアップを保持します。これにより、偶発的または悪意の
ある削除から保護されます。

AWS Backup によって取得されたバックアップは、ユーザーが開始したバックアップと見なさ
れ、Amazon FSx のユーザーが開始したバックアップのクォータにカウントされます。AWS Backup 
で取得したバックアップは、 Amazon FSx コンソール、CLI、API で確認および復元できます。ただ
し、Amazon FSx のコンソール、CLI、API で AWS Backup が取得したバックアップの削除はできませ
ん。AWS Backup を使用して Amazon FSx ファイルシステムをバックアップする方法の詳細については、
「AWS Backup デベロッパーガイド」の「Working with Amazon FSx File Systems」 (Amazon FSx ファイ
ルシステムの使用) を参照してください。

バックアップの復元
使用可能なバックアップを使用して新しいボリュームを作成し、ボリュームのポイントインタイムスナッ
プショットを効果的に復元できます。コンソール、AWS CLI、または AWS SDK の 1 つを使用してバッ
クアップを復元できます。バックアップを復元する場合、ボリュームをオンラインにするには、Amazon 
FSx でバックアップ内のデータをファイルシステムにダウンロードする必要があります。このプロセスで
は、ファイルシステムのスループットキャパシティの未使用部分が使用されます。バックアップのサイズ
とファイルシステムの未使用スループットキャパシティのレベルによっては、数分から数時間かかる場合
があります。

FSx for ONTAP は、ボリュームの復元フェーズではまずバックアップからボリュームの SSD ストレージ
層にすべてのデータをダウンロードします。これは、ボリュームの階層化ポリシーを問わず実行されま
す。そのため、ボリュームには、復元するボリューム内のすべてのデータを格納するのに十分な SSD スト
レージ容量があることを確認する必要があります。

次の手順は、コンソールを使用してバックアップを復元して新しいボリュームを作成する方法を説明しま
す。

Amazon FSx for NetApp ONTAP ボリュームを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Amazon 
FSx リソース ID を選択します。

3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表
示されます。リソースのリカバリポイント ID を選択します。

4. ペインの右上隅にある [Restore] (復元) をクリックして、[Restore] (復元) ページを開きます。

最初のセクションである [File system details] (ファイルシステムの詳細) には、リカバリポイント ID、
ファイルシステム ID、ファイルシステムタイプが表示されます。

5. [Restore options] (復元オプション) には、複数の選択肢があります。まず、ドロップダウンメニュー
から [File system] (ファイルシステム) を選択します。

6. 次に、ドロップダウンメニューから優先する [Storage virtual machine] (ストレージ仮想マシン) を選択
します。

7. ボリューム名を入力します。
8. ボリュームがマウントされるファイルシステム内の場所である [Junction Path] (ジャンクションパス) 

を指定します。
9. 作成する [Volume size] (ボリュームサイズ) をメガバイト (MB) 単位で指定します。
10. (オプション) チェックボックスをオンにすると、[Enable storage efficiency] (ストレージ効率を有効に

する) を選択できます。これにより、重複排除と圧縮が可能になります。
11. [Capacity pool tiering policy] (容量プールの階層化ポリシー) ドロップダウンメニューで、階層設定を

選択します。
12. [Restore permissions] (復元の許可) で、AWS Backup がバックアップの復元に使用する IAM ロールを

選択します。
13. すべてのエントリを確認し、[バックアップの復元] を選択します。

バックアップの削除
バックアップの削除は、永久的で回復不能なアクションです。削除されたバックアップ内のデータもすべ
て削除されます。今後そのバックアップが必要でないということが確かでない限り、バックアップを削除
しないでください。Amazon FSx コンソール、CLI、API では、[AWS Backup] タイプを持つ AWS Backup 
によって取得されたバックアップを削除することはできません。AWS Backup で作成されたバックアップ
の削除については、「AWS Backup デベロッパーガイド」の「バックアップの削除」を参照してくださ
い。

Important

バックアップ間の増分を維持するために使用されるスナップショットは削除しないでください。
バックアップスナップショットを削除すると、次のバックアップは、変更されたデータだけでな
く、ボリューム全体のバックアップになります。

バックアップを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. コンソールダッシュボードで、左側のナビゲーションから [Backups] (バックアップ) を選択します。
3. [Backups] (バックアップ) テーブルから削除するバックアップを選択してから、[Delete backup] (バッ

クアップの 削除) を選択します。
4. 開いたバックアップの削除ダイアログボックスで、バックアップの ID が削除したいバックアップのも

のであることを確認します。
5. 削除するバックアップのチェックボックスがチェックされていることを確認します。
6. バックアップの削除を選択します。

バックアップとそれに含まれるすべてのデータが恒久的に、回復不能な形で削除されます。
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スナップショットの使用
[Snapshot] (スナップショット) は、ある時点における Amazon FSx for NetApp ONTAP ボリュームの読み
取り専用イメージです。スナップショットは、ボリューム内のファイルの間違った削除や変更からの保護
を提供します。スナップショットで、ユーザーは以前のスナップショットから個々のファイルやフォルダ
を簡単に表示および復元できます。これにより、ユーザーは簡単に変更を元に戻し、ファイルバージョン
を比較できます。

スナップショットはファイルシステムのデータとともに保存されるため、ファイルシステムのストレージ
容量が消費されます。ただし、スナップショットは、前回のスナップショット以降に変更されたファイル
の部分に対してのみストレージ容量を消費します。ファイルシステムに保存されているスナップショット
は、ファイルシステムボリュームのバックアップには含まれません。

スナップショットは、デフォルトのスナップショットポリシーを使用して、ボリューム上でデフォルト
で有効になります。FSx for ONTAP ファイルシステムには、Amazon FSx コンソール、AWS CLI または 
Amazon FSx API でボリュームを作成または更新するときに選択できる 3 つの基本的なスナップショット
ポリシーがあります。ONTAP CLI または REST API を使用してカスタムポリシーを作成することもでき
ます。スナップショットはボリュームのルート内の .snapshot ディレクトリに保存されます。ボリュー
ムごとに最大 1,023 のスナップショットをいつでも保存することができます。この制限に達したら、ボ
リュームの新しいスナップショットを作成する前に、既存のスナップショットを削除する必要がありま
す。

トピック
• スナップショットポリシー (p. 92)
• 個々のファイルとフォルダの復元 (p. 93)
• スナップショットの削除 (p. 94)
• 自動スナップショットの無効化 (p. 95)

スナップショットポリシー
スナップショットポリシーは、システムがボリュームのスナップショットを作成する方法を定義しま
す。ポリシーは、スナップショットを作成する時期、保持するコピーの数、および命名方法を指定しま
す。FSx for ONTAP には、次の 3 つの基本的なスナップショットポリシーがあります:

• default
• default-1weekly
• none

デフォルトで、すべてのボリュームはファイルシステムの default スナップショットポリシーに関連付
けられます。ほとんどのワークロードでは、このポリシーを使用することを推奨します。

default ポリシーは、次のスケジュールでスナップショットを自動的に作成し、最も古いスナップショッ
トコピーを削除して、新しいコピーの空き領域を確保します。

• 時間の 5 分後に撮影された最大 6 つの 1 時間単位のスナップショット。
• 月曜日から土曜日の午前 0 時から 10 分後に撮影される最大 2 つの日次スナップショット。
• 毎週日曜日の午前 0 時から 15 分後に撮影される最大 2 つの週次スナップショット。

Note

スナップショット時間は、デフォルトで協調ユニバーサルタイム (UTC) に設定されているファイ
ルシステムの時間帯に基づきます。時間帯の変更の詳細については、NetApp サポートマニュアル
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の「Displaying and setting the system time zone」(システムの時間帯の表示と設定) を参照してく
ださい。

default-1weekly ポリシーは、週間スケジュールのスナップショットを1つだけ保持する点を除い
て、default ポリシーと同じ方法で動作します。

none ポリシーは、スナップショットを作成しません。このポリシーをボリュームに割り当てると、自動
スナップショットが作成されないようにすることができます。

ONTAP CLI または REST API を使用してカスタムスナップショットポリシーを作成することもできま
す。詳細については、「NetApp ONTAP 製品ドキュメント」の「Create a Snapshot Policy」(スナップ
ショットポリシーの作成) を参照してください。Amazon FSx コンソール、AWS CLI または Amazon FSx 
API でボリュームを作成または更新するときにスナップショットポリシーを選択することができます。
詳細については、「Amazon FSx for NetApp ONTAP ユーザーガイド」の ボリュームの作成 (p. 130)
と ボリュームの更新 (p. 134) または「Amazon FSx for NetApp ONTAP API リファレンス」の「Create 
Volume」(ボリュームの作成) と「Update Volume」(ボリュームの更新) を参照してください。

個々のファイルとフォルダの復元
Amazon FSx ファイルシステム上のスナップショットを使用して、ユーザーは個々のファイルまたはフォ
ルダーの以前のバージョンをすばやく復元できます。これにより、共有ファイルシステムに保存されてい
る削除または変更されたファイルをリカバリできます。管理者の手を借りずに、デスクトップ上で直接セ
ルフサービス方式で行うことができます。このセルフサービスアプローチにより、生産性が向上し、管理
のワークロードが軽減されます。

Linux および macOS クライアントはスナップショットをボリュームのルートにある .snapshot ディレ
クトリに表示することができます。Windows クライアントはスナップショットを Windows エクスプロー
ラのタブ (ファイルまたはフォルダを右クリック) の Previous Versions タブに表示することができま
す。

スナップショットからファイルを復元するには (Linux および macOS クライアン
ト)

1. 元のファイルがまだ存在し、スナップショット内のファイルによって上書きしたくない場合は、Linux 
または macOS クライアントを使用して元のファイルの名前を変更するか、別のディレクトリに移動
します。

2. .snapshot ディレクトリで、復元するファイルのバージョンを含むスナップショットを見つけま
す。

3. .snapshot ディレクトリからファイルが元々存在していたディレクトリにファイルをコピーしま
す。

スナップショットからファイルを復元するには (Windows クライアント)

Windows クライアント上のユーザーは、使い慣れた Windows ファイルエクスプローラーインターフェイ
スを使用して、ファイルを以前のバージョンに復元できます。

1. ファイルを復元するには、復元するファイルを選択し、コンテキスト (右クリック) メニューから
[Restore previous versions] (以前のバージョンの復元) を選択します。

2. その後、ユーザーは [Previous Versions] (以前のバージョン) リストから以前のバージョンを表示およ
び復元できます。

スナップショットのデータは読み取り専用です。[Previous Versions] (以前のバージョン) タブにリストさ
れているファイルおよびフォルダに変更を加える場合、変更するファイルとフォルダのコピーを書き込み
可能な場所に保存し、そのコピーを変更する必要があります。
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スナップショットの削除
スナップショット (p. 92)はボリュームの以前の状態のポイントインタイム読み取り専用イメージであ
り、データを保護するために、すべての FSx for ONTAP ボリュームでデフォルトで有効になっています。
スナップショットは、前回のスナップショット以降に変更されたファイルの部分に対してのみストレージ
容量を消費します。このため、ワークロードでデータが急速に変化する場合、古いデータからのスナップ
ショットは、ボリュームの容量のかなりの部分を占める可能性があります。

例えば、前に提供した volume show-space コマンド出力は 140 KB の User Data を表示します。しか
し、ユーザーデータが削除される前は、ボリュームには 9.8 GB の User Data がありました。ボリュー
ムからファイルを削除した場合でも、スナップショットは以前のユーザーデータを参照している可能性が
あります。このため、前の例の Snapshot Reserve および Snapshot Spill は、ボリュームにユー
ザーデータがほとんどないにもかかわらず、合計 9.8 GB の容量を使用します。

ボリュームの領域を解放するには、不要になった古いスナップショットを削除できます。これを行うに
は、スナップショットの自動削除ポリシーを作成するか、スナップショットを手動で削除します。スナッ
プショットを削除すると、スナップショットに保存されている変更されたデータが削除されます。

スナップショットの手動削除
次のコマンドを使用して、手動でスナップショットを削除します。コマンドを実行する前に、次の値を置
き換えます。

• svm_name をボリュームが作成されている SVM の名前に置き換えます。
• vol_name をボリュームの名前に置き換えます。
• snapshot_name をスナップショットの名前に置き換えます。このコマンドは、snapshot_name のワ

イルドカード文字 (*) をサポートしています。したがって、例えば、hourly* を使用して時間単位のス
ナップショットをすべて削除できます。

Important

Amazon FSx バックアップが有効になっている場合、Amazon FSx は各ボリュームの最新の 
Amazon FSx バックアップのスナップショットを保持します。これらのスナップショットは、
バックアップ間の増分を維持するために使用され、この方法を使用して削除することはできませ
ん。

FsxIdabcdef01234567892::> volume snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -
snapshot snapshot_name

スナップショットを手動で削除する方法の詳細については、「NetApp ONTAP ドキュメントセンター」の
「volume snapshot delete コマンド」を参照してください。

スナップショットの自動削除ポリシー
ボリューム内の使用可能な領域が少なくなっているときに、スナップショットを自動的に削除するポリ
シーを作成できます。ボリュームの自動削除ポリシーを設定するには、次のコマンドを使用します。

コマンドを実行する前に、次の値を置き換えます。

• svm_name をボリュームが作成されている SVM の名前に置き換えます。
• vol_name をボリュームの名前に置き換えます。

-trigger には、次のいずれかの値を割り当てます。
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• volume - スナップショットが削除されるしきい値を使用済みボリューム容量合計のしきい値に対応させ
る場合は、volume を使用します。スナップショットの削除をトリガーする使用済みボリューム容量の
しきい値は、ボリュームのサイズによって決まります。使用される容量のしきい値は 85～ 98% です。
ボリュームが小さいほどしきい値が小さくなり、ボリュームが大きいほどしきい値が大きくなります。

• snap_reserve - スナップショット予約に保持できる内容に基づいてスナップショットを削除する場合
は、snap_reserve を使用します。

::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_name -volume vol_name -enabled true -
trigger [volume|snap_reserve]

詳細については、「NetApp の ONTAP ドキュメントセンター」の「ボリュームスナップショットの自動削
除変更」コマンドを参照してください。

自動スナップショットの無効化
スナップショットは、FSx for ONTAP ファイルシステム内のボリュームに関するデフォルトのスナップ
ショットポリシーを使用して自動的に作成されます。データのスナップショットが必要ない場合 (例え
ば、テストデータを使用している場合など)、スナップショットを無効にすることができます。

ボリュームの自動スナップショットを無効にするには、ボリュームのスナップショットポリシーを変更し
て none ポリシーを使用します。none ポリシーにはスナップショットスケジュールが定義されていない
ため、ボリュームのスナップショットは作成されません。

1. none ポリシーを表示するには、次のコマンドを使用します。

::> snapshot policy show -policy none

Vserver: FsxIdabcdef01234567892 
                         Number of Is
Policy Name              Schedules Enabled Comment
------------------------ --------- ------- ----------------------------------
none                             0 false   Policy for no automatic snapshots. 
    Schedule               Count     Prefix                 SnapMirror Label 
    ---------------------- -----     ---------------------- ------------------- 
    -                          -     -                      -

2. 自動スナップショットを無効にするには、次のコマンドを使用して、ボリュームに none ポリシーを
追加します。

• svm_name を SVM の名前に置き換えます。
• vol_name をボリュームの名前に置き換えます。

続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、y を入力します。

::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot-policy none

Warning: You are changing the Snapshot policy on volume "vol_name" to "none". Snapshot 
 copies on this volume 
         that do not match any of the prefixes of the new Snapshot policy will not be 
 deleted. However, when 
         the new Snapshot policy takes effect, depending on the new retention count, 
 any existing Snapshot copies 
         that continue to use the same prefixes might be deleted. See the 'volume 
 modify' man page for more information.  
Do you want to continue? {y|n}: y
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.
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NetApp SnapMirror を使用したスケジュールレプリ
ケーション

NetApp SnapMirror を使用して、FSx for ONTAP ファイルシステムと 2 番目のファイルシステムとの間の
定期的なレプリケーションをスケジュールできます。この機能は、リージョン内とクロスリージョンデプ
ロイの両方で使用できます。

NetApp SnapMirror は高速でデータをレプリケートするため、AWS、またはオンプレミスから AWS へ
の 2 つの Amazon FSx ファイルシステム間でレプリケーションしている場合でも、ONTAP システム間で
高いデータ可用性と高速なデータレプリケーションを実現します。レプリケーションは 5 分ごとにスケ
ジュールできますが、RPO (目標復旧時点)、RTO (目標復旧時間)、パフォーマンスに関する考慮事項に基
づいて間隔を慎重に選択する必要があります。

NetApp ストレージシステムにデータをレプリケーションし、セカンダリデータを継続的に更新すると、
データは最新の状態に保たれ、必要なときにいつでも利用できる状態になります。外部レプリケーション
サーバーは必要ありません。NetApp SnapMirror を使用してデータをレプリケーションする方法の詳細に
ついては、「NetApp BlueXP のドキュメント」の「Learn about the Replication service」(レプリケーショ
ンサービスについて説明します) を参照してください。

NetApp ONTAP CLI および REST API に加えて、Amazon FSx コンソール、AWS CLI、および Amazon 
FSx API を使用して、NetApp SnapMirror のデータ保護 (DP) 宛先ボリュームを作成できます。Amazon 
FSx コンソールと AWS CLI を使用してターゲットボリュームを作成する方法の詳細については、ボ
リュームの作成 (p. 130) を参照してください。

NetApp BlueXP または NetApp ONTAP CLI を使用して、ファイルシステムのレプリケーションをスケ
ジュールできます。

NetApp BlueXP を使用してレプリケーションをスケ
ジュールする
NetApp BlueXP を使用して、FSx for ONTAP ファイルシステムの SnapMirror でレプリケーションを設定
できます。詳細については、「NetApp BlueXP のドキュメント」の「Replicating data between systems」
(システム間でのデータの複製) を参照してください。

NetApp ONTAP CLI を使用してレプリケーションをス
ケジュールする
NetApp ONTAP CLI を使用して、スケジュールされたボリュームレプリケーションを設定できます。詳細
については、「NetApp ONTAP ドキュメントセンター」で「Managing SnapMirror volume replication」
(SnapMirror ボリュームの複製管理) を参照してください。
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FSx for ONTAP で Microsoft アクティ
ブディレクトリの使用

Amazon FSx は、Microsoft アクティブディレクトリ (AD) と連携して、既存の環境と統合します。アク
ティブディレクトリは、ネットワーク上のオブジェクトに関する情報を保存し、管理者とユーザーがこの
情報を簡単に見つけて使用できるようにするために使用される Microsoft のディレクトリサービスです。こ
れらのオブジェクトには、通常、ファイルサーバー、ネットワークユーザーおよびコンピュータアカウン
トなどの共有リソースが含まれます。

Amazon FSx でストレージ仮想マシン (SVM) を作成する場合、オプションで AD ドメインに参加して、
ユーザー認証、ファイルおよびフォルダレベルのアクセスコントロールを提供できます。その後、サー
バーメッセージブロック (SMB) クライアントは、AD 内の既存のユーザー ID を使用して自らを認証
し、SVM のボリュームにアクセスできます。ユーザーは、既存の ID を使用して、個々のファイルやフォ
ルダへのアクセスをコントロールすることもできます。さらに、既存のファイルおよびフォルダ、および
これらのアイテムのセキュリティアクセスコントロールリスト (ACL) の設定を Amazon FSx に変更される
ことなく移行できます。

Amazon FSx for NetApp ONTAP を AD に参加させると、各 SVM を AD に個別に参加させることができ
ます。つまり、SVM が AD に結合されているファイルシステムも、他の SVM が AD に結合されていない
ファイルシステムを持つこともできます。

SVM を AD に参加させた後、次のプロパティを更新できます。

• サービスユーザーの認証情報
• DNS サーバーの IP アドレス

トピック
• セルフマネージド Microsoft AD を使用するための前提条件 (p. 97)
• FSx for ONTAP SVM をアクティブディレクトリドメインに結合させるためのベストプラクティ

ス (p. 99)
• Amazon FSx SVM を Microsoft Active Directory に結合する (p. 101)
• NetApp CLI による既存の SVM から AD への管理 (p. 102)
• Amazon FSx で SVM を AD 設定に更新する (p. 106)

セルフマネージド Microsoft AD を使用するための
前提条件

セルフマネージド Microsoft AD ドメインに参加する ONTAP SVM の FSx を作成する前に、次の要件を作
成して設定していることを確認してください。

• SVM が参加するオンプレミスまたはその他のセルフマネージド Microsoft AD では、次の設定を使用し
ます。
• アクティブディレクトリドメインコントローラーのドメイン機能レベルは Windows Server 2000 以降

です。
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• DNS サーバーの IP アドレスとアクティブディレクトリドメインコントローラーの IP アドレス。
• シングルラベルドメイン (SLD) 形式ではないドメイン名。Amazon FSx は SLD ドメインをサポート

していません。
• アクティブディレクトリサイトが定義されている場合、Amazon FSx ファイルファイルシステムに

関連付けられている VPC 内のサブネットが 同じアクティブディレクトリサイトで定義されているこ
と、VPC 内のサブネットとその他のサイトのサブネットの間に競合が存在しないことを確認する必要
があります。

• 以下のネットワーク設定:
• ファイルシステムを作成する Amazon VPC とセルフマネージドアクティブディレクトリの間に設定さ

れている接続。AWS Direct Connect、AWS VPN、または AWS Transit Gateway を使用して接続を設
定できます。

• FSx ファイルシステムを作成するサブネットのセキュリティグループと VPC ネットワーク ACL が、
以下の図表に示すポート上のトラフィックを許可していることを確認します。

以下の表に、各ポートのロールを示します。

プロトコル ポート ロール

TCP / UDP 53 ドメインネームシステム (DNS)

TCP / UDP 88 Kerberos 認証

TCP / UDP 389 Lightweight Directory Access プロトコル (LDAP)

TCP 445 Directory Services SMB ファイル共有

TCP / UDP 464 パスワードを変更 / 設定する

TCP 636 TLS/SSL (LDAPS) を介した Lightweight 
Directory Access Protocol (LDAPS)

• これらのトラフィックルールが、アクティブディレクトリドメインコントローラー、DNS サー
バー、FSx クライアント、および FSx 管理者のそれぞれに適用されるファイアウォールにも反映され
ていることを確認してください。
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Important

Amazon VPC セキュリティグループでは、ネットワークトラフィックが開始される方向でのみ
ポートを開く必要がありますが、ほとんどの Windows ファイアウォールと VPC ネットワーク 
ACL は両方向にポートを開く必要があります。

• コンピュータをドメインに結合するためのアクセス許可が付与された、セルフマネージド Microsoft AD 
のサービスアカウント。サービスアカウント は、特定のタスクを委任されたセルフマネージド Microsoft 
AD のユーザーアカウントです。

サービスアカウントには、少なくとも、ファイルシステムに結合する OU で次の許可を付与する必要が
あります。
• パスワードをリセットする機能
• アカウントのデータの読み取りと書き込みを制限する機能
• DNS ホスト名への書き込みを検証する機能
• サービスプリンシパル名への書き込みを検証する機能
• コンピュータオブジェクトを作成および削除するためのコントロールを委任されます
• アカウント制限の読み書きを検証する機能

これらは、コンピュータオブジェクトをアクティブディレクトリに参加させるために必要な最小限のア
クセス許可セットを表します。詳細については、「Microsoft Windows Server のドキュメント」トピッ
ク「エラー: コントロールを付与された管理者以外のユーザーがコンピュータをドメインコントローラー
に結合しようとすると、アクセスが拒否される」を参照してください。

適切なアクセス許可を使用したサービスアカウントの作成の詳細については、「Amazon FSx サービスア
カウントへの許可の委任 (p. 100)」を参照してください。

Note

Amazon FSx では、Amazon FSx ファイルシステムの存続期間中、有効なサービスアカウントが
必要です。Amazon FSx は、ファイルシステムをフルマネージし、障害が発生したファイル SVM 
の置き換えや NetApp ONTAP ソフトウェアへのパッチ適用など、アクティブディレクトリドメイ
ンの結合解除と再結合を必要とするタスクを実行できる必要があります。サービスアカウントの
認証情報を含むアクティブディレクトリの設定を Amazon FSx で定期的に更新してください。こ
の方法の詳細は、「Amazon FSx でアクティブディレクトリ設定を最新の状態に保つ (p. 100)」
を参照してください。

AWS と FSx for ONTAP を初めて使用する場合は、スタートする前に必ず設定してください。詳細につい
ては、「FSx for ONTAP の設定 (p. 8)」を参照してください。

Important

SVM が作成された後に Amazon FSx が OU に作成したコンピュータオブジェクトを移動した
り、SVM が結合されている間にアクティブディレクトリを削除したりしないでください。そうす
ると、SVM の設定が間違ったものになります。

FSx for ONTAP SVM をアクティブディレクトリド
メインに結合させるためのベストプラクティス

Amazon FSx for NetApp ONTAP SVM をセルフマネージド Microsoft アクティブディレクトリに結合させ
る際に考慮する必要のある、いくつかの提案とガイドラインを示します。これらはベストプラクティスと
して推奨されていますが、必須ではないことに注意してください。
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Amazon FSx サービスアカウントへの許可の委任
Amazon FSx に提供するサービスアカウントは、必要最低限の許可で設定してください。さらに、組織単
位 (OU) を他のドメインコントローラーの懸念事項から分離します。

Amazon FSx SVM をドメインに結合させるには、サービスアカウントに委任された許可があることを確認
します。[Domain Admins] (ドメイン管理者) グループのメンバーには、このタスクを実行するための十分
な許可があります。ただし、ベストプラクティスとして、これを行うために必要な最小限の許可しか持た
ないサービスアカウントを使用してください。以下の手順は、FSx for ONTAP SVM をドメインに結合す
るために必要な許可のみを委任する方法を示しています。

この手順は、ディレクトリに結合されていて、Active Directory User and Computers (アクティブディレク
トリユーザーとコンピュータ) の MMC スナップインがインストールされているマシンで実行します。

アクティブディレクトリドメインのサービスアカウントを作成するには

1. アクティブディレクトリドメインのドメイン管理者としてログインしていることを確認してくださ
い。

2. アクティブディレクトリユーザーとコンピュータ MMC スナップインを開きます。
3. タスクペインで、ドメインノードを展開します。
4. 変更する OU のコンテキスト (右クリック) メニューを見つけて開き、[Delegate Control] (コントロー

ルの委任) を選択します。
5. [Delegation of Control Wizard] (コントロールウィザードの委任) ページで、[Next] (次へ) を選択しま

す。
6. [Selected users and groups] (選択したユーザーとグループ) に特定のユーザーまたは特定のグループ

を追加するには、[Add] (追加) を選択してから、[Next] (次へ) を選択します。
7. [Tasks to Delegate] (委任するタスク) ページで、[Create a custom task to delegate] (委任するカスタ

ムタスクの作成) を選択し、[Next (次へ) を選択します。
8. [Only the following objects in the folder] (フォルダー内の以下のオブジェクトのみ) を選択してか

ら、[Computer objects] (コンピュータオブジェクト) を選択します。
9. [Create selected objects in this folder] (このフォルダー内に選択したオブジェクトを作成する) を選択

してから、[Delete selected objects in this folder] (このフォルダー内の選択したオブジェクトを削除す
る) を選択します。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

10. [Permissions] (アクセス許可) を使用する場合、以下を選択します。

• [Reset Password] (パスワードのリセット)
• [Read and write Account Restriction] (読み取りおよび書き込み、アカウントの制限)
• [Validated write to DNS host name] (DNS ホスト名への書き込みの検証)
• [Validated write to service principal name] (サービスプリンシパル名への書き込みの検証)

11. [Next] (次へ) を選択し、[Finish] (完了) を選択します。
12. アクティブディレクトリユーザーとコンピュータ MMC スナップインを閉じます。

Important

SVM の作成後に Amazon FSx が OU で作成するコンピュータオブジェクトを移動しないでくだ
さい。移動した場合、SVM が誤設定される原因となります。

Amazon FSx でアクティブディレクトリ設定を最新の
状態に保つ
Amazon FSx SVM の継続的で中断のない可用性を確保するには、セルフマネージド AD の設定に変更を加
えるたびに、SVM のセルフマネージドアクティブディレクトリ (AD) 設定を更新してください。
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て VPC 内のトラフィックを制限する

例えば、AD が時間ベースのパスワードリセットポリシーを使用しているとします。この場合、パスワー
ドがリセットされたらすぐに、Amazon FSx でサービスアカウントのパスワードを更新してください。こ
れを行うには、Amazon FSx コンソール、Amazon FSx API、または AWS CLI を使用します。同様に、ア
クティブディレクトリドメインの DNS サーバーの IP アドレスが変更された場合、変更が発生したらすぐ
に DNS サーバーの IP アドレスを Amazon FSx で更新します。詳細については、「Amazon FSx で SVM 
を AD 設定に更新する (p. 106)」を参照してください。

更新されたセルフマネージド AD 設定に問題がある場合、SVM の状態は [Misconfigured] (誤設定) に変わ
ります。この状態になると、コンソール、API、および CLI の SVM の説明の横にエラーメッセージと推奨
アクションが表示されます。問題が発生した場合は、推奨される修正アクションを実行して、正しい設定
プロパティを提供してください。問題が解決した場合は、SVM の状態が [Created] (作成済み) に変わって
いることを確認します。

セキュリティグループを使用して VPC 内のトラ
フィックを制限する
仮想プライベートクラウド (VPC) のネットワークトラフィックを制限するために、VPC に最小特権のプリ
ンシパルを実装できます。つまり、許可を必要最低限値に制限できます。これを行うには、セキュリティ
グループルールを使用します。詳細については、「Amazon VPC セキュリティグループ (p. 193)」を参
照してください。

ファイルシステムのネットワークインターフェイス用
のアウトバウンドセキュリティグループルールの作成
セキュリティを強化するには、アウトバウンドトラフィックルールを使用したセキュリティグループの設
定を検討してください。ルールでは、セルフマネージド Microsoft AD ドメインコントローラー、または
サブネットまたはセキュリティグループ内へのアウトバウンドトラフィックのみを許可する必要があり
ます。このセキュリティグループを Amazon FSx ファイルシステムの Elastic Network Interface に関連付
けられた VPC に適用します。詳細については、「Amazon VPC によるファイルシステムアクセスコント
ロール (p. 192)」を参照してください。

Amazon FSx SVM を Microsoft Active Directory に
結合する

組織は、オンプレミスかクラウドかを問わず、Active Directory (AD) を使用して ID とデバイスを管理する
場合があります。その場合は、Amazon FSx ファイルシステムの SVM を既存の AD ドメインに直接参加
させることができます。コンソールで新しい FSx for ONTAP SVM を作成する場合、必要に応じて SVM 
の作成中に組織の Active Directory に参加させることができます。次のいずれかのシナリオでアクティブ
ディレクトリドメインに参加している SVM を作成します。

• Amazon FSx コンソールで FSx for ONTAP を作成するためには、[Standard create] (スタンダード
作成) の作成オプションを使用します。詳細については、「ファイルシステムの作成方法 (コンソー
ル) (p. 115)」を参照してください。

• Amazon FSx コンソール、AWS CLI、または Amazon FSx API を使用して、既存の FSx for ONTAP 
ファイルシステム上に新しい SVM を作成します。詳細については、「ストレージ仮想マシンの作
成 (p. 123)」を参照してください。

NetApp ONTAP CLI を使用して、既存の SVM を Active Directory ドメインに参加させることができます。
詳細については、「NetApp CLI による既存の SVM から AD への管理 (p. 102)」を参照してください。
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SVM を AD に参加させるには、次の情報を指定する必要があります。

• SVM 用に作成する AD コンピュータオブジェクトの NetBIOS 名。NetBIOS 名は 15 文字を超えてはい
けません。

• AD の完全修飾ドメイン名。ドメイン名は 255 文字を超えてはいけません。

Note

ドメイン名は、シングルラベルドメイン (SLD) 形式であってはなりません。Amazon FSx は現
在、SLD ドメインをサポートしていません。

• ドメインの DNS サーバーの最大 3 つまでの IP アドレス。

DNS サーバの IP アドレスと AD ドメインコントローラーの IP アドレスは、以下の場合を除き、任意の 
IP アドレス範囲内に指定できます。
• Amazon ウェブサービス所有の IP アドレスと競合するその AWS リージョン内の IP アドレス。リー

ジョン別に AWS が所有する IP アドレスのリストについては、「AWS IP アドレスの範囲」を参照し
てください。

• 以下の CIDR ブロック範囲内の IP アドレス: 198.19.0.0/16
• Amazon FSx が SVM を AD ドメインに参加させるために使用する AD ドメインのサービスアカウントの

ユーザー名とパスワード。
• (オプション) SVM を参加させるドメイン内の組織単位 (OU)。

Note

SVM を AWS Directory Service AD に参加させる場合は、AWS に関連するディレクトリオブ
ジェクト用に AWS Directory Service が作成するデフォルトの OU 内にある OU の名前を指定
する必要があります。これは、AWS Directory Service が AD のデフォルト Computers OU へ
のアクセスを提供していないためです。例えば、AD ドメインが example.com の場合、次の 
OU を指定できます。OU=Computers,OU=example,DC=example,DC=com

• (オプション) ファイルシステム上で管理アクションを実行する許可を付与するドメイングループ。例え
ば、このドメイングループが Windows SMB ファイル共有を管理したり、ファイルやフォルダの所有権
を取得したりします。このグループを指定しない場合、Amazon FSx は、デフォルトで AD ドメインの
ドメイン管理者グループにこの認可を付与します。

詳細については、「ストレージ仮想マシンの作成 (p. 123)」を参照してください。

Important

• Amazon FSx は、Microsoft DNS をデフォルトの DNS サービスとして使用する場合にの
み、SVM の DNS レコードを登録します。サードパーティー DNS を使用している場合は、作
成後に Amazon FSx SVM の DNS エントリを手動で設定する必要があります。

• AWS Managed Microsoft AD を使用している場合、AWS の委任された FSx 管理者、AWS の委
任された管理者などのグループを指定するか、または OU に対する許可を委任されたカスタム
グループを指定する必要があります。

FSx for ONTAP SVM をセルフマネージド AD に直接参加させると、SVM は同じ AD フォレスト (ドメイ
ン、ユーザー、コンピュータを含む AD 設定内の最上位の論理コンテナ) と、ユーザーおよび既存のリソー
ス (既存のファイルサーバーを含む) と同じ AD ドメイン内に存在します。

NetApp CLI による既存の SVM から AD への管理
NetApp ONTAP CLI を使用して、SVM を AD に接続、変更、および接続解除することができます。
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NetApp ONTAP CLI を使用して、SVM を Active 
Directory に接続する
NetApp ONTAP CLI を使用して、既存の SVM を AD に参加させるために、次のステップを実行できま
す。これは、SVM が既に AD に参加している場合でも実行できます。

1. ファイルシステムで NetApp ONTAP CLI に SSH 接続するには、「FSx for ONTAP ユーザーガイド」
の「NetApp ONTAP CLI を使用する (p. 154)」セクションに記載されているステップに従います。

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

2. 完全なディレクトリ DNS 名 (corp.example.com) と少なくとも 1 つの DNS サーバーの IP アドレ
スを指定して、Active Directory の DNS エントリを作成します。

::>vserver services name-service dns create -vserver svm_name -domains corp.example.com
 -name-servers dns_ip_1, dns_ip_2 

DNS サーバーへの接続を検証するには、次のコマンドを実行します。

FsxId0ae30e5b7f1a50b6a::>vserver services name-service dns check -vserver svm_name -
vserver svm_name 
                              Name Server
Vserver       Name Server     Status       Status Details
------------- --------------- ------------ --------------------------
svm_name      172.31.14.245   up           Response time (msec): 0
svm_name      172.31.25.207   up           Response time (msec): 1
2 entries were displayed.

3. SVM を Active Directory に参加させるには、次のコマンドを実行します。Active Directory にまだ存在
しない computer_name を指定し、-domain のディレクトリ DNS 名を指定する必要があることに注
意してください。-OU には、SVM を参加させる OU と、DC 形式の完全な DNS 名を入力します。

::>vserver cifs create -vserver svm_name -cifs-server computer_name -
domain corp.example.com -OU OU=Computers,OU=example,DC=corp,DC=example,DC=com

AD 接続のステータスを検証するには、次のコマンドを実行します。

::>vserver cifs check -vserver svm_name
                              
                             Vserver : svm_name 
                    Cifs NetBIOS Name : svm_netBIOS_name 
                          Cifs Status : Running 
                                 Site : Default-First-Site-Name
Node Name       DC Server Name  DC Server IP    Status   Status Details
--------------- --------------  --------------- ------   --------------
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a-01  
                corp.example.com   
                                172.31.14.245   up       Response time (msec): 5
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a-02  
                corp.example.com   
                                172.31.14.245   up       Response time (msec): 20
2 entries were displayed.

4. この参加後に共有にアクセスできない場合は、共有にアクセスするために使用しているアカウントに
許可が付与されているようにしてください。例えば、AWS マネージド AD でデフォルトの Admin ア
カウント (委任された管理者) を使用している場合は、ONTAP で次のコマンドを実行する必要があり
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ます。netbios_domain は Active Directory のドメイン名に対応します (corp.example.com の場
合、ここで使用される netbios_domain は example です)。

FsxId0ae30e5b7f1a50b6a::>vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver 
 svm_name -group-name BUILTIN\Administrators -member-names netbios_domain\admin

NetApp ONTAP CLI を使用して、Active Directory の
設定を変更する
NetApp ONTAP CLI を使用して、以下のステップを実行することで既存の AD 設定を変更できます。

1. ファイルシステムで NetApp ONTAP CLI に SSH 接続するには、「Amazon FSx for NetApp ONTAP 
ユーザーガイド」の「NetApp ONTAP CLI を使用する (p. 154)」セクションに記載されているス
テップに従います。

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

2. 次のコマンドを実行して、SVM の CIFS サーバーを一時的に停止します。

::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin down

3. AD の DNS エントリを変更する必要がある場合は、次のコマンドを実行します。

::>vserver services name-service dns modify -vserver svm_name -domains corp.example.com
 -name-servers dns_ip_1,dns_ip_2

vserver services name-service dns check -vserver svm_name コマンドを使用し
て、AD の DNS サーバーへの接続ステータスを検証できます。

::>vserver services name-service dns check -vserver svm_name
                              Name Server
Vserver       Name Server     Status       Status Details
------------- --------------- ------------ --------------------------
svmciad       dns_ip_1        up           Response time (msec): 1
svmciad       dns_ip_2        up           Response time (msec): 1
2 entries were displayed.

4. AD の設定自体を変更する必要がある場合は、次のコマンドを使用して、次を置き換え、既存の
フィールドを変更できます。

• computer_name (SVM の NetBIOS (マシンアカウント) 名を変更する場合)。
• domain_name (ドメインの名前を変更する場合)。これは、このセクションのステップ 3 に記載さ

れている DNS ドメインエントリに対応している必要があります (corp.example.com)。
• organizational_unit (OU (OU=Computers,OU=example,DC=corp,DC=example,DC=com) 

を変更する場合)。

このデバイスを AD に参加させるために使用した AD 認証情報を再入力する必要があります。

::>vserver cifs modify -vserver svm_name -cifs-server computer_name -domain domain_name
 -OU organizational_unit

vserver cifs check -vserver svm_name コマンドを使用して、AD 接続の接続ステータスを検
証できます。
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5. AD と DNS の設定の変更が完了したら、次のコマンドを実行して CIFS サーバを元に戻します。

::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin up

NetApp ONTAP CLI を使用して、SVM から Active 
Directory への参加を解除する
NetApp ONTAP CLI を使用して、以下のステップに従って AD から SVM の参加を解除することもできま
す。

1. ファイルシステムで NetApp ONTAP CLI に SSH 接続するには、「Amazon FSx for NetApp ONTAP 
ユーザーガイド」の「NetApp ONTAP CLI を使用する (p. 154)」セクションに記載されているス
テップに従います。

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

2. 次のコマンドを実行して、AD からデバイスの参加を解除した CIFS サーバーを削除します。ONTAP 
が SVM のマシンアカウントを削除するには、元々 SVM を AD に参加させるために使用した認証情報
を入力します。

::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin down

3. AD の DNS エントリを変更する必要がある場合は、次のコマンドを実行します。

::vserver cifs delete -vserver svm_name

In order to delete an Active Directory machine account for the CIFS server, you must 
 supply the name and password of a Windows account with
sufficient privileges to remove computers from the "CORP.ADEXAMPLE.COM" domain.  

Enter the user name: user_name

Enter the password:  

Warning: There are one or more shares associated with this CIFS server 
         Do you really want to delete this CIFS server and all its shares? {y|n}: y

4. 次のコマンドを実行して、AD 用の DNS サーバーを削除します。

::vserver services name-service dns delete -vserver svm_name

dns が ns-switch として削除される必要がある以下のような警告が表示され、このデバイスを AD 
に再参加させる予定がない場合は、ns-switch エントリを削除できます。

Warning: "DNS" is present as one of the sources in one or more ns-switch databases but 
 no valid DNS configuration was found for Vserver 
         "svm_name". Remove "DNS" from ns-switch using the "vserver services name-
service ns-switch" command. Configuring "DNS" as a source 
         in the ns-switch setting when there is no valid configuration can cause 
 protocol access issues.

5. (オプション) 以下のコマンドを実行して、dns の ns-switch エントリを削除します。ソースの順序
を確認し、リストされている他のソースのみが含まれるように sources を変更して、hosts データ
ベースの dns エントリを削除します。この例では、他のソースは files のみです。
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::>vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_name -database hosts

                     Vserver: svm_name
Name Service Switch Database: hosts 
   Name Service Source Order: files, dns

::>vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database hosts -
sources files

6. (オプション) データベースホストが files のみを含むように sources を変更して、dns エントリを
削除します。

::>vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database hosts -
sources files

Amazon FSx で SVM を AD 設定に更新する
Amazon FSx ファイルシステムの継続的で中断のない可用性を確保するために、セルフマネージドアク
ティブディレクトリ設定を変更するたびに、SVM のセルフマネージドアクティブディレクトリ設定を更新
してください。

例えば、アクティブディレクトリが時間ベースのパスワードリセットポリシーを使用しているとします。
この場合、パスワードがリセットされ次第、Amazon FSx でサービスアカウントのパスワードを更新して
ください。そのためには、Amazon FSx コンソール、API、または AWS CLI を使用します。同様に、ア
クティブディレクトリドメインの DNS サーバーの IP アドレスが変更された場合は、変更が発生したら
すぐに、Amazon FSx で DNS サーバーの IP アドレスを更新します。ここでも、Amazon FSx コンソー
ル、API、CLI のいずれかを使用してこれを実行します。

Amazon FSx コンソール、AWS CLI、または Amazon FSx API を使用して、SVM のアクティブディレク
トリ設定のサービス認証情報または DNS サーバーの IP アドレスを更新することができます。詳細につい
ては、「ストレージ仮想マシンの更新 (p. 127)」を参照してください。

Note

Amazon FSx コンソール、AWS CLI、または Amazon FSx API を使用して既存の SVM のアク
ティブディレクトリ設定を変更することはできません。例えば、SVM をアクティブディレクトリ
に参加させないで作成した場合は、SVM を後でアクティブディレクトリに参加させることはでき
ません。
NetApp ONTAP CLI、または vserver cifs コマンドを使用して API を直接操作することで、
既存の SVM のアクティブディレクトリ設定を変更できます。詳細については、「Vserver の 
CIFS 設定を管理する」を参照してください。
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概要

Amazon FSx for NetApp ONTAP のパ
フォーマンス

以下では、Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムのパフォーマンスの概要を示し、利用可能
なパフォーマンスオプションとスループットオプションを説明して、役に立つパフォーマンスのヒントを
以下に示します。

トピック
• 概要 (p. 107)
• パフォーマンスの詳細 (p. 108)

概要
ファイルシステムのパフォーマンスは、レイテンシー、スループット、1 秒あたりの I / O オペレーション 
(IOPS) によって測定されます。

レイテンシー
Amazon FSx for NetApp ONTAP は、ソリッドステートドライブ (SSD) ストレージを使用したサブミリ
秒のファイルオペレーションのレイテンシーを提供し、容量プールストレージには数十ミリ秒のレイテ
ンシーを提供します。さらに、Amazon FSx では、各ファイルサーバーに、NVMe (non-volatile memory 
express) ドライブとインメモリの 2 レイヤーのリードキャッシュがあり、最も頻繁に読み取られるデータ
にアクセスする場合のレイテンシーがさらに低くなります。

スループットと IOPS
各 Amazon FSx ファイルシステムは、最大、複数の GB / 秒 のスループットと数十万の IOPS を提供しま
す。ファイルシステム上でワークロードが駆動できるスループットと IOPS の特定の量は、アクティブな
ワーキングセットのサイズを含むワークロードの性質とともに、ファイルシステムのスループットキャパ
シティとストレージ容量の設定によって異なります。

SMB マルチチャネルおよび NFS nconnect のサポート
Amazon FSx では、単一の SMB セッションで ONTAP とクライアント間に複数の接続を提供するように 
SMB マルチチャネルを設定できます。SMB マルチチャネルは、クライアントとサーバ間の複数のネッ
トワーク接続を同時に使用して、ネットワーク帯域幅を集約し、最大限の利用率を実現します。NetApp 
ONTAP CLI を使用して SMB マルチチャネルを設定する方法については、[Configuring SMB Multichannel 
for performance and redundancy] (パフォーマンスと冗長性のための SMB マルチチャネルの設定) を参照
してください。

NFS クライアントは、nconnect マウントオプションを使用して、単一の NFS マウントに関連付けら
れた複数の TCP 接続 (最大 16) を持つことができます。このような NFS クライアントは、ラウンドロビ
ン方式でファイル操作を複数の TCP 接続に多重化するため、使用可能なネットワーク帯域幅から高いス
ループットが得られます。NFSv3 と NFSv4.1+ は nconnect をサポートします。「Amazon EC2 instance 
network bandwidth」(Amazon EC2 インスタンスのネットワーク帯域幅) に、ネットワークフローあたりの
全二重 5 Gbps の帯域幅制限を示します。nconnect または SMB マルチチャネルで複数のネットワークフ
ローを使用することにより、この制限を克服できます。クライアントバージョンで nconnect がサポート
されているかどうかを確認するには、NFS クライアントのドキュメントを参照してください。nconnect
の NetApp ONTAP のサポートの詳細については、[ONTAP support for NFSv4.1] (ONTAP NFSv4.1 のサ
ポート) を参照してください。
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パフォーマンスの詳細
Amazon FSx for NetApp ONTAP のパフォーマンスモデルを詳細に理解するために、Amazon FSx ファ
イルシステムのアーキテクチャコンポーネントを調べることができます。AWS またはオンプレミスで
存在しているかどうかに関わらず、クライアントコンピューティングインスタンスは 1 つまたは複数の 
Elastic Network Interface (ENI) を使用してファイルシステムにアクセスします。ネットワークインター
フェイスは、ファイルシステムに関連付ける Amazon VPC に存在します。各ファイルシステムの背後に
は、NetApp ONTAP ファイルサーバがあり、ネットワーク経由でファイルシステムにアクセスするクライ
アントにデータを供給しています。Amazon FSx は、各ファイルサーバーで高速なインメモリキャッシュ
と NVMe キャッシュを提供し、最も頻繁にアクセスされるデータのパフォーマンスを向上させます。各
ファイルサーバには、ファイルシステムデータをホストする SSD ディスクが添付されます。

これらのコンポーネントを次の図表で説明します。

アーキテクチャコンポーネント (ネットワークインターフェイス、インメモリキャッシュ、NVMe キャッ
シュ、ストレージボリューム) に対応して、全体的なスループットと IOPS パフォーマンスを決定する 
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムの主なパフォーマンス特性です。

• ネットワーク I / O パフォーマンス:クライアントとファイルサーバー間のリクエストのスループット / 
IOPS (集計)

• ファイルサーバー上のインメモリおよび NVMe キャッシュサイズ: キャッシュに対応できるアクティブ
なワーキングセットのサイズ

• ディスク I / O パフォーマンス:ファイルサーバーとストレージディスク間のリクエストのスループット / 
IOPS

ファイルシステムのパフォーマンス特性を決定する要因は 2 つあります。SSD IOPS の量と、それに設定
するスループットキャパシティです。最初の 2 つのパフォーマンス特性 (ネットワーク I/O パフォーマン
ス、インメモリ、NVMe キャッシュサイズ) はスループットキャパシティによってのみ決定され、3 番目の
パフォーマンス特性 (ディスク I / O パフォーマンス) はスループットキャパシティと SSD IOPS の組み合
わせによって決まります。

ファイルベースのワークロードは通常、スパイクであり、バースト間のアイドル時間が長い I / O が短く、
強烈な期間によって特徴付けられます。スパイクの多いワークロードをサポートするために、ファイルシ
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ステムが 24 時間年中無休で維持できるベースライン速度に加えて、Amazon FSx は、ネットワーク I / O 
とディスク I / O の両方のオペレーションで一定期間より高速にバーストする機能を提供します。Amazon 
FSx は、ネットワーク I / O クレジットメカニズムを使用して、平均使用率に基づいてスループットと 
IOPS を割り当てます。ファイルシステムでは、スループットと IOPS 使用率がベースライン制限を下回る
とクレジットが計上され、I / O 操作の実行時にこれらのクレジットを使用できます。

書き込み操作は、読み取り操作の 2 倍のネットワーク帯域幅を使用します。書き込み操作はセカンダリ
ファイルサーバー上で複製されなければならないので、1 回の書き込み操作で 2 倍のスループットになり
ます。

デプロイタイプがパフォーマンスに与える影響
FSx for ONTAP マルチ AZ とシングル AZ ファイルシステムでは、一貫してサブミリ秒のレイテンシーで 
SSD ストレージ内のファイル操作を可能にし、さらに容量プールストレージ内のデータには数十ミリ秒の
レイテンシーでアクセスできます。さらに、次の要件を満たすファイルシステムは、読み取り遅延を低減
し、頻繁に読み取りされるデータの IOPS を向上させる NVMe 読み取りキャッシュを提供します：

• マルチ AZ ファイルシステム
• 2022 年 11 月 28 日以降に作成されたスループットキャパシティが少なくとも 2 GBps のシングル AZ 

ファイルシステム

次の表は、ファイルシステムが特定の AWS リージョン までスケールアップできるスループットキャパシ
ティを示しています。

Note

4 GBps のスループットキャパシティをプロビジョニングするには、ファイルシステムに最低 
5,120 GiB の SSD ストレージ容量と 160,000 SSD IOPS を設定する必要があります。

SSD ストレージの最大スループット

米国東部 (オハイオ) リージョ
ン、米国東部 (バージニア北部) 
リージョン、米国西部 (オレゴ
ン) リージョン、欧州 (アイルラ
ンド)*

FSx for ONTAP を使用できる他のすべての AWS 
リージョン

読み込みスルー
プット (MBps)

書き込みスルー
プット (MBps)

読み込みスルー
プット (MBps)

書き込みスルー
プット (MBps)

シングル AZ 4,096 1,000 2,048 750

マルチ AZ 4,096 1,800 2,048 1,300

Note

* 2022 年 11 月 28 日以降に作成されたファイルシステムで利用可能です。

ストレージ容量のパフォーマンスへの影響
ファイルシステムが達成できる最大ディスクスループットと IOPS レベルは、次のうち低くなります。

• ファイルシステムに選択したスループット容量に基づいて、ファイルサーバーによって提供されるディ
スクパフォーマンスレベル

• ファイルシステム用にプロビジョニングした SSD IOPS の数によって提供されるディスクパフォーマン
スレベル
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デフォルトでは、ファイルシステムの SSD ストレージは、次のレベルのディスクスループットと IOPS を
提供します。

• ディスクスループット (ストレージ 1 TiB あたり MB / 秒): 768
• ディスク IOPS (ストレージの TiB あたりの IOPS): 3,072

米国東部 (オハイオ州) 地域、米国東部 (バージニア北部) 地域、米国西部 (オレゴン州) 地域、欧州 (アイル
ランド) でプロビジョニングできる SSD IOPS の最大容量は 160,000 です。「all other AWS リージョン 
where FSx for ONTAP is available」(FSx for ONTAP を使用できる他のすべての AWS リージョン) では、
最大数は 80,000 です。

スループット容量がパフォーマンスに与える影響
すべての Amazon FSx ファイルシステムには、ファイルシステムの作成時に設定するスループットキャパ
シティがあります。ファイルシステムのスループットキャパシティによって、ネットワーク I/O パフォー
マンスのレベル、またはファイルシステムをホストするファイルサーバが、ファイルシステムにアクセ
スするクライアントにファイルデータをネットワーク経由で提供できる速度が決まります。スループット
キャパシティが高くなると、ファイルサーバでデータをキャッシュするためのメモリと不揮発性メモリエ
クスプレス (NVMe) ストレージが増え、ファイルサーバでサポートされるディスク I/O パフォーマンスが
向上します。

オプションで、ファイルシステムを作成するときに、より高いレベルの SSD IOPS をプロビジョニングで
きます。ファイルシステムが達成できる SSD IOPS の最大レベルは、追加の SSD IOPS をプロビジョニン
グする場合でも、ファイルシステムのスループットキャパシティによって決定されます。

次の表に、スループットキャパシティの完全な仕様と、ベースライン、バーストレベル、および対応する 
AWS リージョン のファイルサーバでのキャッシュのメモリ量を示します。

米国東部 (オハイオ) リージョン、米国東部 (バージニア北部) リージョン、米国西
部 (オレゴン) リージョン、欧州 (アイルランド)

この性能仕様は、2022 年 11 月 28 日以降に作成されたファイルシステムに適用されます。2022 年 11 月 
28 日以前に作成された米国東部 (オハイオ) リージョン、米国東部 (バージニア北部) リージョン、米国西
部 (オレゴン) リージョン、および欧州 (アイルランド) のファイルシステムについては、FSx for ONTAP 
を使用できる他のすべての AWS リージョン (p. 111) を参照してください。

FSx ス
ルー
プット
キャパ
シティ 
(MBps)

ネットワークス
ループットキャ
パシティ (MBps)

ネット
ワーク 
IOPS

イン
メモリ
キャッ
シュ 
(GB)

NVMe 読み取り
キャッシュ (GB)

ディスクスルー
プット (MBps)

SSD ドライブ 
IOPS *

[Baseline]
(ベース
ライン)

[Burst]
(バース
ト)

シング
ル AZ

マルチ 
AZ

[Baseline]
(ベース
ライン)

[Burst]
(バース
ト)

[Baseline]
(ベース
ライン)

[Burst]
(バース
ト)

128 188 1,500 16 – 238 128 1,250 6,000 40,000

256 375 1,500

数万、
ベース
ライン 32 – 475 256 1,250 12,000 40,000

512 750 1,500 64 – 950 512 1,250 40,000 –

1,024 1,500 – 128 – 1,900 1,024 1,250 40,000 –

2,048 3,125 –

数十
万、
ベース
ライン 256 2,700 3,800 2,048 – 80,000 –
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FSx ス
ルー
プット
キャパ
シティ 
(MBps)

ネットワークス
ループットキャ
パシティ (MBps)

ネット
ワーク 
IOPS

イン
メモリ
キャッ
シュ 
(GB)

NVMe 読み取り
キャッシュ (GB)

ディスクスルー
プット (MBps)

SSD ドライブ 
IOPS *

4,096 6,250 – 512 5,400 7,600 4,096 – 160,000 –

Note

* SSD IOPS は、ファイルサーバーのインメモリキャッシュまたは NVMe キャッシュにキャッ
シュされていないデータにアクセスするときにのみ使用されます。

FSx for ONTAP を使用できる他のすべての AWS リージョン

FSx ス
ルー
プット
キャパ
シティ 
(MBps)

ネットワークス
ループットキャパ
シティ (MBps)

ネット
ワーク 
IOPS

インメ
モリ
キャッ
シュ 
(GB)

NVMe 
キャッ
シュ 
(GB) (マ
ルチ AZ 
ファイ
ルシス
テムの
み)

ディスクスルー
プット (MBps)

SSD ドライブ 
IOPS *

[Baseline]
(ベース
ライン)

[Burst]
(バース
ト)

[Baseline]
(ベース
ライン)

[Burst]
(バース
ト)

[Baseline]
(ベース
ライン)

[Burst]
(バース
ト)

128 150 1,250 16 150 128 600 6,000 18,750

256 300 1,250

数万、
ベース
ライン 32 300 256 600 12,000 18,750

512 625 1,250 64 600 512 600 18,750 –

1,024 1,500 – 128 1200 1,024 – 40,000 –

2,048 3,125 –

数十
万、
ベース
ライン 256 2400 2,048 – 80,000 –

Note

使用可能な AWS リージョン FSx for ONTAP の詳細については、「AWS Regional Services 
List」(AWS 地域サービスのリスト) を参照してください。
* SSD IOPS は、ファイルサーバーのインメモリキャッシュまたは NVMe キャッシュにキャッ
シュされていないデータにアクセスするときにのみ使用されます。

例: ストレージ容量とスループットキャパシティ
次の例は、ストレージ容量とスループットキャパシティがファイルシステムのパフォーマンスに与える影
響を示しています。

2 TiB の SSD ストレージ容量と 512 MBps のスループットキャパシティで設定されたファイルシステムに
は、次のスループットレベルがあります。
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• ネットワークスループット - 625 MBps のベースラインと 1,250 MBps バースト (スループットキャパシ
ティ表を参照)

• ディスクスループット - 512 MBps のベースラインと 600 MBps のバーストです。

したがって、ファイルシステムにアクセスするワークロードは、ファイルサーバーのインメモリキャッ
シュおよび NVMe キャッシュにキャッシュされたアクティブにアクセスされたデータに対して実行される
ファイルオペレーションに対して、最大 625 MBps のベースラインと 1,250 MBps のバーストスループッ
トを駆動できます。
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FSx for ONTAP リソースの管理
FSx for ONTAP ファイルシステムの管理には、以下のタスクが含まれます。

• ファイルシステム、ストレージ仮想マシン (SVM)、ボリュームの作成、リストアップ、更新、および削
除

• 既存ファイルシステムのマウントターゲットのタグ、ファイルシステムのバックアップ、アクセス、
ネットワークアクセシビリティの管理

次のセクションで説明されているように、ファイルシステムの管理タスクは、 AWS Management Console 
または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してプログラムで行うか、API で実行できます。

トピック
• FSx for ONTAP ファイルシステムの管理 (p. 113)
• FSx for ONTAP ストレージ仮想マシンの管理 (p. 123)
• FSx for ONTAP ボリュームの管理 (p. 129)
• SMB 共有の管理 (p. 137)
• ファイルアクセスの監査 (p. 138)
• SSD ストレージ容量とプロビジョンド IOPS のスケーリング (p. 146)
• スループット容量の管理 (p. 146)
• Amazon FSx メンテナンスウィンドウでのパフォーマンスの最適化 (p. 150)
• Amazon FSx リソースのタグ付け (p. 150)
• NetApp アプリケーションを使用した ONTAP リソースの FSx の管理 (p. 153)

FSx for ONTAP ファイルシステムの管理
ファイルシステムは オンプレミス ONTAP クラスターに類似した Amazon FSx のプライマリリソースで
す。ファイルシステムの SSD ストレージ容量とスループットキャパシティを指定し、ファイルシステムが
作成される仮想プライベートクラウド (VPC) を選択します。各ファイルシステムには管理エンドポイント
があり、オプションで NetApp ONTAP CLI または REST API を使用してデータを管理できます。ボリュー
ムデータ階層化が有効になっている場合、ファイルシステムに保存されているデータは、自動的に低コス
トのストレージに階層化できます。詳細については、「FSx for ONTAP ストレージ階層 (p. 56)」を参照し
てください。

トピック
• ファイルシステムリソース (p. 113)
• FSx for ONTAP ファイルシステムの作成 (p. 115)
• ファイルシステムの更新 (p. 120)
• ファイルシステムの削除 (p. 122)
• ファイルシステムの表示 (p. 122)

ファイルシステムリソース
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、以下のプライマリリソースで設定されます。
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• ファイルシステム自体の物理的なハードウェアで、ファイルサーバーや記憶媒体などが含まれる。
• ファイルシステムボリュームをホストし、独自の認証情報とアクセス管理を行う 1 つ以上のストレージ

仮想マシン (SVM)。
• データを仮想的に整理し、クライアントによってマウントされる 1 つ以上のボリューム。

次のイメージは、FSx for ONTAP ファイルシステムのアーキテクチャと、プライマリリソース間の関係を
示しています。左側の FSx for ONTAP ファイルシステムは、1 つの SVM と 1 つのボリュームを備えた最
も単純なファイルシステムです。右側のファイルシステムには複数の SVM があり、一部の SVM には複
数のボリュームがあります。ファイルシステムと SVM にはそれぞれ管理用の複数のエンドポイントがあ
り、SVM にはデータアクセス用のエンドポイントもあります。

FSx for ONTAP ファイルシステムを作成するときに、次のプロパティを定義します。

• デプロイタイプ — ファイルシステムのデプロイタイプ (マルチ AZ またはシングル AZ)。Single-AZ ファ
イルシステムでは、データをレプリケートし、単一のアベイラビリティーゾーン内で自動フェイルオー
バーを行います。マルチ AZ ファイルシステムは、こちらもデータをレプリケートし、同じ AWS リー
ジョン 内の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるフェイルオーバーをサポートすることによっ
て、回復力を高めます。

• ストレージ容量 - 最大192テビバイト (TiB) の SSD ストレージの容量。
• SSD IOPS - デフォルトでは、SSD ストレージの各ギガバイトには 3 つの SSD IOPS が含まれていま

す。必要に応じて、追加の SSD IOPS をプロビジョンすることもできます。
• スループットキャパシティ - ファイルサーバがデータを処理できる持続速度。
• ネットワーク - ファイルシステムが作成する管理エンドポイントとデータアクセスエンドポイントの 

VPC とサブネット。マルチ AZ ファイルシステムの場合、IP アドレスの範囲とルートテーブルも定義し
ます。

• 暗号化 - 保管中のデータのファイルシステムを暗号化するために使用する AWS Key Management 
Service (AWS KMS) キー。

• 管理者アクセス - fsxadmin ユーザーのパスワードを指定できます。ONTAP CLI および REST API を
使用してファイルシステムを管理するためのユーザーを使用することができます。

ネットアップの ONTAP CLI または REST API を使用して ONTAP ファイルシステムの FSx を管理でき
ます。また、Amazon FSx ファイルシステムと、別の ONTAP デプロイ (別の Amazon FSx ファイルシス
テムを含む) との間の SnapMirror または SnapVault 関係を設定することもできます。各 Amazon FSx for 
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NetApp ONTAP ファイルシステムには、NetApp アプリケーションへのアクセスを提供する次のファイル
システムエンドポイントがあります。

• 管理 - このエンドポイントを使用して、SSH 経由で ONTAP CLI にアクセスするか、ファイルシステム
で ONTAP REST API を使用します。

• クラスター間 - NetApp SnapMirror または NetApp FlexCache を使用してレプリケーションをセット
アップする場合は、このエンドポイントを使用します。

詳細については、NetApp アプリケーションを使用した ONTAP リソースの FSx の管理 (p. 153) および
NetApp SnapMirror を使用したスケジュールレプリケーション (p. 96) を参照してください。

FSx for ONTAP ファイルシステムの作成
デフォルトでは、AWS Management Console から新しいファイルシステムを作成すると、Amazon FSx は
自動的に単一のストレージ仮想マシン (SVM) と 1 つのボリュームを持つファイルシステムを作成し、ネッ
トワークファイルシステム (NFS) プロトコル経由で Linux インスタンスからデータにすばやくアクセスで
きるようにします。ファイルシステムの作成時に、オプションで SVM をアクティブディレクトリに結合
させて、サーバーメッセージブロック (SMB) プロトコル経由で Windows および macOS クライアントか
らのアクセスを有効にすることもできます。ファイルシステムの作成後、必要に応じて追加の SVM とボ
リュームを作成できます。

FSx for ONTAP ファイルシステムの作成には、Amazon FSx コンソール、AWS CLI、または Amazon FSx 
API を使用します。

ファイルシステムの作成方法 (コンソール)

この手順では、必要に応じてカスタマイズした設定で スタンダードの作成 を使用して、FSx for ONTAP 
ファイルシステムを作成します。クイック作成 オプションを使用してデフォルトの設定パラメータセッ
トを持つファイルシステムを迅速に作成する方法については、「ステップ 1: Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステムを作成する (p. 10)」を参照してください。

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ダッシュボードで ファイルシステムの作成 を選択し、ファイルシステム作成ウィザードを起動しま

す。
3. [Select file system type] (ファイルシステムタイプの選択) ページで、[Amazon FSx for NetApp 

ONTAP]、[Next] (次へ) の順に選択します。[Create file system] (ファイルシステムの作成) ページが表
示されます。

4. [Creation method] (作成方法) の場合には、[Standard create] (スタンダードの作成) を選択します。

[File·system·details] (ファイルシステムの詳細) セクションで設定を開始します。
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5. ファイルシステム名 - オプション にファイルシステム名を入力します。ファイルシステムに名前を付
けると、ファイルシステムを簡単に検索および管理できます。最大 256 文字の Unicode 文字、空白、
数字、および特殊文字 (+ - = . _ : /) を使用できます。

6. [Deployment type] (デプロイタイプ) では [Multi-AZ] (マルチ AZ) または [Single-AZ] (シングル AZ) を選
択します。

• Multi-AZ (マルチ AZ) ファイルシステムは、データをレプリケートし、同じ AWS リージョン 内の複
数のアベイラビリティーゾーンにまたがるフェイルオーバーをサポートします。

• [Single-AZ] (シングル AZ) ファイルシステムでは、データをレプリケートし、単一のアベイラビリ
ティーゾーン内で自動フェイルオーバーを行います。

詳細については、「可用性と耐久性 (p. 51)」を参照してください。
7. [Storage capacity] (ストレージ容量) では、ファイルシステムのストレージ容量を GiB 単位で入力しま

す。1,024～196,608 の範囲の任意の整数を入力します。

ファイルシステムの作成後でも、いつでも必要に応じてストレージ容量を増やすことができます。詳
細については、「ストレージ容量の管理 (p. 56)」を参照してください。

8. Provisioned SSD IOPS でファイルシステムの IOPS 数をプロビジョニングするには、2 つのオプショ
ンがあります。

• Amazon FSx で SSD ストレージの GiB あたり 3 IOPS を自動的にプロビジョニングする場合
は、[Automatic] (自動) (デフォルト) を選択します。

• IOPS の数を指定する場合は、[User-provisioned] (ユーザープロビジョニング) を選択します。ファ
イルシステムごとに最大 160,000 SSD IOPS をプロビジョニングできます。

Note

プロビジョニングされた SSD IOPS は、ファイルシステムの作成後、増やすことができま
す。ファイルシステムで達成できる SSD IOPS の最大レベルは、追加の SSD IOPS をプロ
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ビジョニングする場合でも、ファイルシステムのスループットキャパシティによって決まる
ことに注意してください。詳細については、スループット容量がパフォーマンスに与える影
響 (p. 110) および ストレージ容量の管理 (p. 56) を参照してください。

9. [Throughput capacity] (スループットキャパシティ) では、希望するスループットキャパシティを MB / 
秒 (MBps) 単位で選択します。[Throughput capacity] (スループットキャパシティ) は、ファイルシステ
ムをホストするファイルサーバがデータを提供できる持続速度です。推奨 値は、選択したストレージ
容量に基づきます。詳細については、「Amazon FSx for NetApp ONTAP のパフォーマンス (p. 107)」
を参照してください。

10. (マルチ AZ のみ) [Networking] (ネットワーク) セクションの [Virtual Private Cloud (VPC)] (仮想プライ
ベートクラウド (VPC)) で、ファイルシステムに関連付ける VPC を選択します。

11. ファイルサーバ用の [Subnet] (サブネット) を指定します。マルチ AZ ファイルシステムを作成する場
合は、スタンバイファイルサーバーの [Standby subnet] (スタンバイサブネット) も選択します。

12. (マルチ AZ のみ) [VPC route tables] (VPC ルートテーブル) で、ファイルシステムのエンドポイントを
作成する VPC ルートテーブルを指定します。クライアントが配置されているサブネットに関連付けら
れている、すべての VPC ルートテーブルを選択します。デフォルトでは、Amazon FSx は VPC のデ
フォルトルートテーブルを選択します。

13. (マルチ AZ のみ) [Endpoint IP address range] (エンドポイント IP アドレスの範囲) で、ファイルシス
テムにアクセスするためのエンドポイントが作成され、IP アドレスの範囲を指定します。

エンドポイント IP アドレスの範囲には、次の 3 つのオプションがあります。

• [Unallocated IP address range from your VPC] (VPC からの未割り当ての IP アドレス範囲) – 
Amazon FSx は、ファイルシステムのエンドポイント IP アドレス範囲として使用するため、VPC 
のプライマリ CIDR 範囲から最後の 64 個の IP アドレスを選択します。このオプションを複数回選
択すると、この範囲は複数のファイルシステムで共有されます。

Note

VPC のプライマリ CIDR 範囲の最後の 64 個の IP アドレスのいずれかがサブネットで使
用されている場合、このオプションはグレー表示されます。この場合でも、[Enter an IP 
address range] (IP アドレス範囲を入力) オプションを選択することで、VPC 内のアドレス
範囲 (つまり、プライマリ CIDR 範囲の最後にない範囲、または VPC のセカンダリ CIDR 
にある範囲) を選択できます。

• [Floating IP address range outside your VPC] (VPC 外のフローティング IP アドレス範囲) — 
Amazon FSx は、同じ VPC とルートテーブルを持つ他のファイルシステムでまだ使用されていない 
198.19.x.0/24 のアドレス範囲を選択します。

• IP アドレス範囲を入力 — 任意の CIDR 範囲を指定できます。選択する IP アドレス範囲は、サブ
ネットと重複しない限り VPC の IP アドレス範囲の内側でも外側でも可能です。

Note

次の CIDR 範囲に該当するものは、 FSx for ONTAP と互換性がないため選択しないでくだ
さい。
• 0.0.0.0/8
• 127.0.0.0/8
• 198.19.0.0/20
• 224.0.0.0/4
• 240.0.0.0/4
• 255.255.255.255/32

14. [Security & encryption] (セキュリティと暗号化) セクションの [Encryption key] (暗号化キー) で、保管
中のファイルシステムのデータを保護する AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを
選択します。

15. [File system administrative password] (ファイルシステム管理パスワード) には、fsxadmin ユーザー
用の安全なパスワードを入力します。パスワードを確認します。
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このユーザーを使用して、fsxadmin ONTAP CLI および REST API を使用してファイルシステムを
管理できます。fsxadmin ユーザー の詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシ
ステムの管理 (p. 154)」を参照してください。

16. [Default storage virtual machine configuration] (デフォルトのストレージ仮想マシンの設定) セクション
で、次の情報を入力します。

• [Storage virtual machine name] (ストレージ仮想マシン名) フィールドに、ストレージ仮想マシンの
名前を入力します。最大 47 文字の英数字とアンダーバー (_) の特殊文字を使用できます。

• [SVM administrative password] (SVM 管理パスワード) には、オプションで [Specify a password]
(パスワードを指定する) を選択し、SVM の vsadmin ユーザーのパスワードを入力できます。
この vsadmin ユーザーを使用して、ONTAP CLI または REST API を使用して SVM を管理で
きます。vsadmin ユーザー の詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用した SVM の管
理 (p. 155)」を参照してください。

パスワードを指定しない (デフォルト)を選択すると、ファイルシステムの fsxadmin ユーザーを使
用して ONTAP CLI または REST API を使用することでファイルシステムを管理できますが、同様
のことを行うために SVM vsadmin ユーザーを使用することはできません。

• アクティブディレクトリ セクションでは、アクティブディレクトリを SVM に結合させることがで
きます。詳細については、「FSx for ONTAP で Microsoft アクティブディレクトリの使用 (p. 97)」
を参照してください。

SVM をアクティブディレクトリに結合させたくない場合は、アクティブディレクトリに参加しない
を選択してください。

SVM をセルフマネージドアクティブディレクトリドメインに結合させる場合は、 [Join an Active 
Directory] (アクティブディレクトリに参加する) をクリックし、アクティブディレクトリに関する以
下の詳細を入力します。
• SVM 用に作成するアクティブディレクトリコンピュータオブジェクトの NetBIOS 名。NetBIOS 

名は 15 文字を超えてはいけません。
• アクティブディレクトリの完全修飾ドメイン名。ドメイン名は 255 文字を超えてはいけません。
• DNS サーバーの IP アドレス - ドメインのドメインネームシステム (DNS) サーバーの IPv4 アド

レス。
• サービスアカウントのユーザー名 - 既存のアクティブディレクトリのサービスアカウントのユー

ザー名。ドメインのプレフィックスやサフィックスを含めないでください。
• サービスアカウントのパスワード - サービスアカウントのパスワード。
• パスワードの確認 - サービスアカウントのパスワード。
• (オプション)組織単位 (OU) - ファイルシステムに結合させる組織単位の識別パス名。
• 委任されたファイルシステム管理者グループ - ファイルシステムを管理できる Active Directory 内

のグループ名。

AWS Managed Microsoft AD を使用している場合、AWS が委任した FSx 管理者、AWS 委任管理
者などのグループを指定するか、または OU へのアクセス許可を委任されたカスタムグループを
指定する必要があります。

自己管理型 AD に参加している場合は、AD でのグループ名を使用してください。デフォルトのグ
ループは Domain Admins です。

17. バックアップとメンテナンス - オプション では、次のオプションを設定できます。

• 毎日の自動バックアップ を使用する場合は、毎日の自動バックアップのために [Enabled] (有効) を
クリックします。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。

• 日次自動バックアップウィンドウ で、日次自動バックアップウィンドウを開始する時刻を協定世界
時 (UTC) で設定します。この指定時刻から 30 分がウインドウとなります。このウィンドウは、毎
週のメンテナンスバックアップウインドウと重複させることはできません。

• 自動バックアップ保持期間で、自動バックアップを保持する期間を 1～90 日の間で設定します。
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• 毎週のメンテナンスウィンドウ では、メンテナンスウィンドウを開始する時刻を設定できます。1 
日目は月曜日、2 日目は火曜日、というように続きます。この指定された時刻から 30 分間がウイン
ドウになります。このウィンドウは毎日の自動バックアップ時間と重複させることはできません。

18. タグ - オプション で、キーと値を入力することにより、ファイルシステムにタグを追加できます。タ
グは、ファイルシステムの管理、フィルタリング、および検索に便利な大文字と小文字の区別がある
キーと値のペアです。

[Next] (次へ) を選択します。
19. ファイルシステムを作成する ページで表示されるファイルシステムの設定を確認します。参考まで

に、ファイルシステムの作成後に変更可能なファイルシステム設定を書き留めておきます。
20. ファイルシステムを作成する を選択します。

ファイルシステムを作成するには (CLI)

• FSx for ONTAP ファイルシステムを作成するには、次の例に示すように ファイルシステムの作成 CLI 
コマンド (または同等のコマンド CreateFileSystem API オペレーション) を使用します。

aws fsx create-file-system \ 
    --file-system-type ONTAP \ 
    --storage-capacity 1024 \ 
    --storage-type SSD \ 
    --security-group-ids security-group-id \ 

    --subnet-ids subnet-abcdef1234567890b subnet-abcdef1234567890c \ 
    --ontap-configuration DeploymentType=MULTI_AZ_1, 
        ThroughputCapacity=512,PreferredSubnetId=subnet-abcdef1234567890b

ファイルシステムが正常に作成されると、Amazon FSx は次の例のようにファイルシステムの説明を 
JSON 形式で返します。

{ 
  "FileSystem": { 
    "OwnerId": "111122223333", 
    "CreationTime": 1625066825.306, 
    "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
    "FileSystemType": "ONTAP", 
    "Lifecycle": "CREATING", 
    "StorageCapacity": 1024, 
    "StorageType": "SSD", 
    "VpcId": "vpc-11223344556677aab", 
    "SubnetIds": [ 
      "subnet-abcdef1234567890b", 
      "subnet-abcdef1234567890c" 
    ], 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-0123456789abcdef0", 
    "Tags": [], 
    "OntapConfiguration": { 
      "DeploymentType": "MULTI_AZ_HA_1", 
      "EndpointIpAddressRange": "198.19.0.0/24", 
      "Endpoints": { 
        "Management": { 
          "DnsName": "management.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com" 
        }, 
        "Intercluster": { 
          "DnsName": "intercluster.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com"    
        } 
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      }, 
      "DiskIopsConfiguration": { 
                "Mode": "AUTOMATIC", 
                "Iops": 3072 
      },  
      "PreferredSubnetId": "subnet-abcdef1234567890b", 
      "RouteTableIds": [ 
        "rtb-abcdef1234567890e", 
        "rtb-abcd1234ef567890b" 
      ], 
      "ThroughputCapacity": 512, 
      "WeeklyMaintenanceStartTime": "4:10:00" 
    } 
  }
}

Note

コンソールファイルの作成手順とは異なり、create-file-system CLI コマンドと
CreateFileSystem API オペレーションでは、SVM とボリュームは作成されません。SVM を作
成するには、「ストレージ仮想マシンの作成 (p. 123)」を参照してください。ボリュームを作成
するには、「ボリュームの作成 (p. 130)」を参照してください。

ファイルシステムの更新
Amazon FSx コンソール、AWS CLI、および Amazon FSx API を使用して、以下の FSx for ONTAP ファ
イルシステムのプロパティを更新することができます。

• 日次自動バックアップ。日次自動バックアップをオンまたはオフにし、バックアップウィンドウとバッ
クアップ保持期間を変更します。バックアップの詳細については、「自動の日次バックアップの操
作 (p. 88)」を参照してください。

• 週次メンテナンス時間枠。Amazon FSx がファイルシステムのメンテナンスと更新を実行する曜日と時
間を設定します。メンテナンスウィンドウの詳細については、Amazon FSx メンテナンスウィンドウで
のパフォーマンスの最適化 (p. 150) を参照してください。

• ファイルシステムの管理者パスワード。ファイルシステムの fsxadmin ユーザーのパスワードを変更し
ます。このユーザーを使用して、fsxadmin ONTAP CLI および REST API を使用してファイルシステ
ムを管理できます。fsxadmin ユーザー の詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用したファイル
システムの管理 (p. 154)」を参照してください。

• Amazon VPC ルートテーブル。マルチ AZ の FSx for ONTAP ファイルシステムでは、NFS または SMB 
を介してデータにアクセスするために使用するエンドポイントおよび ONTAP CLI、API、BlueXP にア
クセスする管理エンドポイントは、ファイルシステムに関連付けた Amazon VPC ルートテーブルのフ
ローティング IP アドレスを使用します。作成した新しいルートテーブルを既存の Multi-AZ ファイルシ
ステムに関連付けて、ネットワークが発展してもデータにアクセスできるクライアントを制御できま
す。既存のルートテーブルをファイルシステムから解除 (削除) することもできます。

ファイルシステムを更新するには (コンソール)

日次自動バックアップを更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ファイルシステムの詳細ページを表示するには、左のナビゲーションペインで、[File systems] (ファ

イルシステム) を選択し、更新する FSx for ONTAP ファイルシステムを選択します。
3. ページの 2 番目のパネルで [Backups] (バックアップ) タブを選択します。
4. [Update] (更新) を選択します。
5. このファイルシステムの日次自動バックアップの設定を変更します。
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6. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

ウィークリーメンテナンスウィンドウを更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ファイルシステムの詳細ページを表示するには、左のナビゲーションペインで、[File systems] (ファ

イルシステム) を選択し、更新する FSx for ONTAP ファイルシステムを選択します。
3. ページの 2 番目のパネルで [Administration] (管理) タブを選択します。
4. [Maintenance] (メンテナンス) ペインで、[Update] (更新) を選択します。
5. このファイルシステムのウィークリーメンテナンスウィンドウが発生するタイミングを変更します。
6. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

ファイルシステムの管理者パスワードを変更するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ファイルシステムの詳細ページを表示するには、左のナビゲーションペインで、[File systems] (ファ

イルシステム) を選択し、更新する FSx for ONTAP ファイルシステムを選択します。
3. [Administration] (管理) タブを選択します。
4. [ONTAP 管理] ペインで、[ONTAP 管理者パスワード] の下の [更新] を選択します。
5. [ONTAP 管理者認証情報の更新] ダイアログボックスで、[ONTAP 管理パスワード] フィールドに新し

いパスワードを入力します。
6. [Confirm password] (パスワードの確認) フィールドで、パスワードを確認します。
7. [更新] を選択して変更を保存します。

ファイルシステムの VPC ルートテーブルを更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ファイルシステムの詳細ページを表示するには、左のナビゲーションペインで、[File systems] (ファ

イルシステム) を選択し、更新する FSx for ONTAP ファイルシステムを選択します。
3. [Actions] (アクション) で、[Manage Route Tables] (ルートテーブルの管理) を選択します。このオプ

ションは、マルチ AZ ファイルシステムでのみ使用可能です。
4. [Manage route tables] (ルートテーブルの管理) ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• 新しい VPC ルートテーブルを関連付けるには、[Associate new route tables] (新しいルートテーブ
ルの関連付け) ドロップダウンリストからルートテーブルを選択し、[Associate] (関連付け) を選択
します。

• 既存の VPC ルートテーブルの関連付けを解除するには、[Current route tables] (現在のルートテーブ
ル) ペインからルートテーブルを選択し、[Disassociate] (関連付け解除) を選択します。

5. [Close] (閉じる) を選択します。

ファイルシステムを更新するには (CLI)

• FSx for ONTAP ファイルシステムの設定を更新するには、次の例に示すように update-file-system CLI 
コマンド (または同等のコマンド UpdateFileSystem API オペレーション) を使用します。

aws fsx update-file-system \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --ontap-configuration 
 AutomaticBackupRetentionDays=30,DailyAutomaticBackupStartTime=01:00, \ 
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      WeeklyMaintenanceStartTime=1:01:30,AddRouteTableIds=rtb-0123abcd, \ 
      FsxAdminPassword=new-fsx-admin-password

ファイルシステムの削除
FSx for ONTAP ファイルシステムを削除するには、Amazon FSx コンソール、AWS CLI、Amazon FSx 
API、SDK を使用します。

ファイルシステムを削除するには:

• コンソールの使用 - ステップ 3: リソースをクリーンアップする (p. 14)で説明されている手順に従いま
す。

• CLI または API の使用 - まず、ファイルシステム上のすべてのボリュームと SVM を削除します。次
に、delete-file-system CLI コマンドまたは DeleteFileSystem API オペレーションを使用します。

ファイルシステムの表示
FSx for ONTAP ファイルシステムの詳細を表示するには、Amazon FSx コンソール、AWS CLI、Amazon 
FSx API、SDK を使用します。

ファイルシステムを表示するには:

• コンソールの使用 - ファイルシステムを選択して、ファイルシステム 詳細ページを表示しま
す。[Summary] (概要) パネルには、ファイルシステムの ID、ライフサイクルステータス、デプロイ タ
イプ、SSD ストレージ容量、スループットキャパシティ、プロビジョンド IOPS、アベイラビリティー
ゾーン、および作成時間が表示されます。

タブには、バックアップ、SVM、ボリュームなどのファイルシステムの機能に関する詳細情報と設定機
能が表示されます。

• CLI または API の使用 - describe-file-systems CLI コマンドまたは DescribeFileSystems API オペレー
ションを使用します。

FSx for ONTAP ファイルシステムのステータス
Amazon FSx ファイルシステムのステータスを表示するには、Amazon FSx コンソールの AWS CLI コマ
ンド describe-file-systems または API オペレーション DescribeFileSystems を使用します。

ファイルシステムのステータス 説明

[AVAILABLE] (利用可能) ファイルシステムが正常に作成され、使用可能に
なりました。

[CREATING] (作成中) Amazon FSx は新しいファイルシステムを作成し
ています。

[DELETING] (削除中) Amazon FSx は既存のファイルシステムを削除し
ています。

[MISCONFIGURED] (設定ミスです) ファイルシステムが正しく設定されていませんが
復旧可能な状態です。

[FAILED] (失敗) 1. ファイルシステムに障害が発生し、Amazon 
FSx はこれを修復できません。
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ファイルシステムのステータス 説明
2. ファイルシステムの新規作成時に、Amazon 

FSx はファイルシステムを新規作成できません
でした。

FSx for ONTAP ストレージ仮想マシンの管理
FSx for ONTAP では、ボリュームはストレージ仮想マシン (SVM) と呼ばれる仮想ファイルサーバでホスト
されます。SVM は、データを管理およびアクセスするための独自の管理者資格情報とエンドポイントを備
えた分離されたファイルサーバーです。FSx for ONTAP のデータにアクセスすると、クライアントとワー
クステーションは SVM のエンドポイント (IP アドレス) を使用して SVM がホストするボリューム、SMB 
共有、または iSCSI LUN をマウントします。

Amazon FSx は、AWS Management Console を使用してファイルシステムを作成するときに、デフォルト
の SVM をファイルシステム上に自動的に作成します。コンソール、AWS CLI、または Amazon FSx API 
と SDK を使用して、ファイルシステム上に追加の SVM をいつでも作成できます。ONTAP CLI または 
REST API を使用して SVM を作成することはできません。

SVM を Microsoft Active Directory に参加させることで、ファイルアクセスの認証と認可を行うことができ
ます。詳細については、「FSx for ONTAP で Microsoft アクティブディレクトリの使用 (p. 97)」を参照し
てください。

ファイルシステムあたりの SVM の最大数
次の表に、ファイルシステムに対して作成できる SVM の最大数を示します。SVM の最大数は、メガバイ
ト / 秒 (MBps) 単位でプロビジョニングされるスループットキャパシティの量に依存します。

スループットキャパシティ (MBps) ファイルシステムあたりの SVM の最大数

128 6

256 6

512 14

1024 14

2048 24

4096 24

トピック
• ストレージ仮想マシンの作成 (p. 123)
• ストレージ仮想マシンの更新 (p. 127)
• ストレージ仮想マシンの削除 (p. 128)
• ストレージ仮想マシンの表示 (p. 128)

ストレージ仮想マシンの作成
Amazon FSx コンソール AWS CLI、および Amazon FSx API を使用して FSx for ONTAP ファイルシステ
ムを作成できます。
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ファイルシステムに作成できる SVM の最大数は、プロビジョニングされるスループットキャパシティに
よって異なります。詳細については、「ファイルシステムあたりの SVM の最大数 (p. 123)」を参照して
ください。

SVM のプロパティ
SVM の作成時に、次のプロパティを定義します。

• それが属するファイルシステム。
• Microsoft アクティブディレクトリの設定 - オプションで、SVM をセルフマネージドアクティブディレ

クトリに参加させて、Windows および macOS クライアントの認証とアクセスコントロールを行うこと
ができます。

• ルートボリュームセキュリティスタイル - SVM 内のデータへのアクセスに使用するクライアントのタイ
プに合わせて、ルートボリュームセキュリティスタイル (Unix、NTFS、または Mixed) を設定します。

• SVM の vsadmin ユーザーのパスワードである SvmAdminPassword。

ストレージ仮想マシンを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、ストレージ仮想マシン を選択します。
3. ストレージ仮想マシンの新規作成 を選択します。

ストレージ仮想マシンの新規作成 ダイアログボックスが表示されます。
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4. [File systems] (ファイルシステム) で、ストレージ仮想マシンを作成するファイルシステムを選択しま
す。

5. [Storage virtual machine name] (ストレージ仮想マシン名) フィールドに、ストレージ仮想マシンの名
前を入力します。最大 47 文字の英数字とアンダーバー (_) の特殊文字を使用できます。

6. SVM 管理パスワード を選択した場合は、オプションで パスワードを指定する を選択して、この 
SVM の vsadmin ユーザーのパスワードを入力します。このユーザーを使用して、vsadmin ONTAP 
CLI または REST API を使用して SVM を管理できます。vsadmin ユーザー の詳細については、
「NetApp ONTAP CLI を使用した SVM の管理 (p. 155)」を参照してください。

パスワードを指定しない (デフォルト)を選択すると、ファイルシステムの fsxadmin ユーザーを使用
して ONTAP CLI または REST API を使用することでファイルシステムを管理できますが、同様のこ
とを行うために SVM vsadmin ユーザーを使用することはできません。

7. アクティブディレクトリ では、以下のオプションがあります。

• ファイルシステムをアクティブディレクトリに結合させたくない場合は、アクティブディレクトリ
に結合しない を選択してください。

• セルフマネージドアクティブディレクトリドメインにファイルシステムを結合させる場合は、アク
ティブディレクトリに結合する をクリックし、アクティブディレクトリに関する以下の詳細を入力
します。
• SVM 用に作成するアクティブディレクトリコンピュータオブジェクトの NetBIOS 名。NetBIOS 

名は 15 文字を超えてはいけません。
• アクティブディレクトリの完全修飾ドメイン名。ドメイン名は 255 文字を超えてはいけません。
• DNS サーバーの IP アドレス - ドメインのドメインネームシステム (DNS) サーバーの IPv4 アド

レス。
• サービスアカウントのユーザー名 - 既存のアクティブディレクトリのサービスアカウントのユー

ザー名。ドメインのプレフィックスやサフィックスを含めないでください。
• サービスアカウントのパスワード - サービスアカウントのパスワード。
• パスワードの確認 - サービスアカウントのパスワード。
• (オプション)組織単位 (OU) - ファイルシステムに結合させる組織単位の識別パス名。
• 委任されたファイルシステム管理者グループ - ファイルシステムを管理できる Active Directory 内

のグループ名。

AWS Managed Microsoft AD を使用している場合、AWS が委任した FSx 管理者、AWS 委任管理
者などのグループを指定するか、または OU へのアクセス許可を委任されたカスタムグループを
指定する必要があります。

自己管理型 AD に参加している場合は、AD でのグループ名を使用してください。デフォルトのグ
ループは Domain Admins です。

8. [SVM root volume security style] (SVM ルートボリュームセキュリティスタイル) で、データにアクセ
スするクライアントのタイプに応じて、SVM のセキュリティスタイルを選択します。主に Linux クラ
イアントを使用してデータにアクセスする場合は [Unix (Linux)] を選択し、主に Windows クライアン
トを使用してデータにアクセスする場合は [NTFS] を選択します。

9. 確認 を選択して、ストレージ仮想マシンを作成します。

更新の進捗状況は、[File systems] (ファイルシステム) 詳細ページの ストレージ仮想マシン ペインの ス
テータス の列でモニタリングできます。ステータスが 作成 になると、ストレージ仮想マシンが使用可能
な状態になります。

ストレージ仮想マシンを作成するには (CLI)

• FSx for ONTAP ストレージ仮想マシン (SVM) を作成するには、次の例に示すように、create-storage-
virtual-machine CLI コマンド (または同等のコマンド CreateStorageVirtualMachine API オペレーショ
ン) を使用します。
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aws fsx create-storage-virtual-machine \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --name vol1 \ 
    --svm-admin-password password \ 
    --active-directory-configuration 
 SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{DomainName="corp.example.com", \
OrganizationalUnitDistinguishedName="OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com",FileSystemAdministratorsGroup="FSxAdmins", 
 \
UserName="FSxService",Password="password", \ 
   DnsIps=["10.0.1.18"]}',NetBiosName=amznfsx12345

ストレージ仮想マシンが正常に作成されると、Amazon FSx はその説明を JSON 形式で返します。

ストレージ仮想マシンの更新
Amazon FSx コンソール、AWS CLI、および Amazon FSx API を使用して、FSx for ONTAP ファイルシス
テムの設定を更新できます。

ストレージ仮想マシンを更新するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[File systems] (ファイルシステム) をクリックして、ストレージ仮想マ

シンを更新する ONTAP ファイルシステムを選択します。
3. ストレージ仮想マシン タブを選択します。
4. 更新するストレージ仮想マシンを選択します。
5. アクション で、ストレージ仮想マシンの更新 を選択します。
6. SVM 管理パスワード で、パスワードを指定する を選択し、この SVM の vsadmin ユーザーの新しい

パスワードを入力できます。vsadmin ユーザーを使用して、ONTAP CLI または REST API を使用し
て SVM を管理できます。

パスワードを指定しない (デフォルト)を選択すると、ファイルシステムの fsxadmin ユーザーを使用
して ONTAP CLI または REST API を使用することでファイルシステムを管理できますが、同様のこ
とを行うために SVM vsadmin ユーザーを使用することはできません。

7. アクティブディレクトリ では、アクティブディレクトリ設定の以下のプロパティを更新できます。

• DNS サーバーの IP アドレス - ドメインのドメインネームシステム (DNS) サーバーの IPv4 アドレ
ス。

• サービスアカウントのユーザー名 - 既存のアクティブディレクトリのサービスアカウントのユー
ザー名。ドメインのプレフィックスやサフィックスを含めないでください。

• サービスアカウントのパスワード - サービスアカウントのパスワード。
8. 確認 を選択して、ストレージ仮想マシンを更新します。

ストレージ仮想マシンを更新するには (CLI)

• ONTAP ボリューム用 FSx の設定を更新するには、次の例に示すように、update-storage-virtual-
machine CLI コマンド (または同等のコマンド UpdateStorageVirtualMachine API オペレーション) を
使用します。

aws fsx update-storage-virtual-machine \ 
    --storage-virtual-machine-id svm-5ab87160b8e4ad90d \ 
    --svm-admin-password new-svm-password \ 
    --active-directory-configuration 
 SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{UserName="new-user-name", \ 
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      Password="new-password", DnsIps=["10.0.1.28"]}'

ストレージ仮想マシンの削除
FSx for ONTAP ストレージ仮想マシン (SVM) は、Amazon FSx コンソール、AWS CLI、Amazon FSx API 
の使用によってのみ削除できます。

Important

SVM は、NetApp ONTAP CLI または API を使用して削除することはできません。

Note

ストレージ仮想マシンを削除する前に、削除するアプリケーションが SVM 内のデータにアクセ
スしていないこと、およびルート以外のボリュームをすべて削除していることを確認してくださ
い。

ストレージ仮想マシンを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[File systems] (ファイルシステム) を選択し、SVM を削除する ONTAP 

ファイルシステムを選択します。
3. ストレージ仮想マシン タブを選択します。
4. 削除するストレージ仮想マシンを選択します。
5. アクション で、ストレージ仮想マシンの削除 を選択します。
6. 削除確認ダイアログボックスで、ストレージ仮想マシンを削除する を選択します。

ストレージ仮想マシンを削除するには (CLI)

• FSx for ONTAP ストレージ仮想マシンを削除するには、次の例に示すように、delete-storage-virtual-
machine CLI コマンド (または同等のコマンド DeleteStorageVirtualMachine API オペレーション) を使
用します。

aws fsx delete-storage-virtual-machine --storage-virtual-machine-id 
 svm-5ab87160b8e4ad90d

ストレージ仮想マシンの表示
現在ファイルシステム上にある FSx for ONTAP ストレージ仮想マシンは、Amazon FSx コンソー
ル、AWS CLI、Amazon FSx API を使用して表示できます。

ファイルシステム上のストレージ仮想マシンを表示するには:

• コンソールの使用 - [File systems] (ファイルシステム) 詳細ページを表示するファイルシステムを選択し
ます。ファイルシステム上のすべてのストレージ仮想マシンを一覧表示するには、ストレージ仮想マシ
ン タブで、表示するストレージ仮想マシンを選択します。

• CLI または API の使用 - delete-storage-virtual-machine CLI コマンドまたは
DescribeStorageVirtualMachines API オペレーションを使用します。
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FSx for ONTAP ボリュームの管理
FSx for ONTAP ファイルシステム上の各ストレージ仮想マシン (SVM) には、ファイル、ディレクトリ、ま
たは iSCSI 論理的なユニット (LUN) の分離されたデータコンテナである 1 つまたは複数のボリュームを含
めることができます。ボリュームはシンプロビジョンされ、ストレージに格納されているデータに対して
のみストレージ容量を消費します。

iSCSI LUN (共有ブロックストレージ) を作成することで、Linux、Windows、または macOS クライアント
から、ネットワークファイルシステム (NFS) プロトコル、サーバーメッセージブロック (SMB) プロトコ
ル、またはインターネットスモールコンピュータシステムインターフェイス (iSCSI) プロトコルを経由し
て、ボリュームにアクセスできます。FSx for ONTAP は、同じボリュームへのマルチプロトコルアクセス 
(同時 NFS および SMB アクセス) もサポートしています。

AWS Management Console、AWS CLI、Amazon FSx API、または NetApp BlueXP を使用して、ボリュー
ムを作成できます。また、ファイルシステムまたは SVM の管理エンドポイントを使用して、NetApp 
ONTAP CLI または ONTAP REST API を使用してボリュームを作成、更新、削除することもできます。

ボリュームを作成するときは、次のプロパティを定義します。

• ボリューム名
• ボリュームタイプ (p. 130) - タイプは RW (ボリュームは読み取り/書き込み可能) でも DP (ボリューム

は読み取り専用で、NetApp SnapMirror または SnapVault 関係のデスティネーションとして使用できる) 
を指定できます。

• ボリュームサイズ – これは、ストレージ階層に関係なく、ボリュームが保存できる最大データ量です。
• ジャンクションパス - これはボリュームがマウントされる SVM の名前空間内の場所です。
• ストレージ効率 — ボリュームレベルでストレージ効率 (p. 72)をオンにできます。データ短縮、圧縮、

重複排除などの NetApp ONTAP ストレージ効率化機能により、汎用的なファイル共有ワークロードで通
常 65% のストレージ削減を実現します。

• ボリューム セキュリティスタイル (p. 130) (Unix、NTFS、または混合) - この設定は、ユーザーを認証
する際に、ボリュームのデータアクセスに使用するパーミッションの種類を決定します。

• データ階層化 – ボリュームの階層化ポリシーを設定して、費用対効果の高い容量プール層に格納する
データを定義します。詳細については、「ボリュームデータの階層化 (p. 73)」を参照してください。

• スナップショットポリシー — 3 つの組み込みポリシーから選択するか、ONTAP CLI または REST API 
で作成したカスタムポリシーを使用できます。詳細については、「スナップショットポリシー (p. 92)」
を参照してください。

• タグをバックアップにコピーする – AWS CLI または Amazon FSx API のこのオプションを使用して、ボ
リュームのタグの自動バックアップを有効にできます。詳細については、「バックアップへのタグのコ
ピー (p. 152)」を参照してください。

ファイルシステムごとに最大 500 のボリュームを作成できます。

トピック
• ボリュームの種類 (p. 130)
• ボリュームセキュリティスタイル (p. 130)
• ボリュームの作成 (p. 130)
• ボリュームの更新 (p. 134)
• ボリュームの削除 (p. 136)
• ボリュームの表示 (p. 137)
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ボリュームの種類
FSx for ONTAP には、さまざまな目的に使用できる複数のタイプのボリュームが用意されていま
す。Amazon FSx コンソール、AWS CLI、Amazon FSx API を使用して、リードライト (RW) またはデー
タ保護 (DP) ボリュームを作成することができます。

• RW ボリュームはほとんどの場合に使用され、その名前が示すように読み書き可能です。
• DP ボリュームは、NetApp SnapMirror または SnapVault 関係のデスティネーションとして使用する、

読み取り専用のボリュームです。DP ボリュームは、1 つのボリュームのデータを 移行 (p. 200) または
保護 (p. 96) する場合に使用する必要があります。

Note

ボリュームの作成後に、ボリュームタイプを更新することはできません。

ボリュームセキュリティスタイル
ボリュームのセキュリティスタイル設定は、ユーザーの認証時にボリューム上のデータに使用される許可
のタイプを決定します。ボリュームのセキュリティスタイルの決定に使用する 2 つの要素は、ファイルシ
ステムを管理する管理者のタイプと、ボリューム上のデータにアクセスするユーザーまたはサービスのタ
イプです。

ボリュームにセキュリティスタイルを設定するときは、環境のニーズを考慮して、許可の管理に関する問
題を回避するために最適なセキュリティスタイルを選択するようにしてください。セキュリティスタイル
によって、データにアクセスできるクライアントタイプが決まるわけではありません。セキュリティスタ
イルによって、データアクセスを許可するために使用する許可およびその許可を変更できるクライアント
タイプが決まります。ボリュームに対して選択するセキュリティスタイルの決定に役立つ考慮事項は、次
のとおりです。

• Unix (Linux) - ファイルシステムが Unix 管理者によって管理され、大多数のユーザーが NFS クライア
ントであり、データにアクセスするアプリケーションが UNIX ユーザーをサービスアカウントとして使
用する場合は、このセキュリティスタイルを選択します。Unix セキュリティスタイルで許可を変更でき
るのは Linux クライアントのみです。ファイルおよびディレクトリで使用される許可のタイプはモード
ビットまたは NFS v4.x ACL です。

• NTFS - ファイルシステムが Windows 管理者によって管理され、大多数のユーザーが SMB クライアン
トであり、データにアクセスするアプリケーションが Windows ユーザーをサービスアカウントとして使
用する場合は、このセキュリティスタイルを選択します。ボリュームへの Windows アクセスが必要な場
合は、NTFS セキュリティスタイルの使用をお勧めします。NTFS セキュリティスタイルでアクセス許
可を変更できるのは Windows クライアントのみです。ファイルおよびディレクトリで使用されるアクセ
ス許可の種類は NTFS ACL です。

• [Mixed] (混合) — これは高度な設定です。詳細については、「NetApp ドキュメンテーションセンター」
の「What the security styles and their effects are」(セキュリティスタイルとその効果は) を参照してくだ
さい。

Amazon FSx コンソールでボリュームを作成すると、セキュリティスタイルはルートボリュームのセキュ
リティスタイルに自動的に設定されます。AWS CLI または API を使用して、ボリュームのセキュリティス
タイルを設定または変更できます。

ボリュームの作成
NetApp ONTAPコマンドラインインターフェイス (CLI) とREST API の他に、Amazon FSx コンソー
ル、AWS CLI、および Amazon FSx API を使用することでも ONTAP ボリューム用 FSx を作成できます。
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ボリュームを作成するには (コンソール)
Note

ボリュームのセキュリティスタイルは、ルートボリュームのセキュリティスタイルに自動的に設
定されます。

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[File systems] (ファイルシステム) を選択し、ボリュームを作成する 

ONTAP ファイルシステムを選択します。
3. [Volumes] (ボリューム) タブを選択します。
4. [Create volume] (ボリュームの作成) を選択します。

[Create volume] (ボリュームの作成) ダイアログボックスが表示されます。
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5. [File systems] (ファイルシステム) で、ボリュームを作成するファイルシステムを選択します。
6. [Storage virtual machine] (ストレージ仮想マシン) で、このボリュームを作成するストレージ仮想マシ

ン (SVM) を選択します。
7. [Volume name] (ボリューム名) フィールドに、ボリュームの名前を入力します。英数字とアンダース

コア (_) で最大 203 文字まで使用できます。
8. [Volume type] (ボリュームタイプ) では、読み取り/書き込み可能なボリュームを作成するには [Read-

Write (RW)] (読み取り/書き込み) を選択し、NetApp SnapMirror または SnapVault 関係のデスティ
ネーションとして使用できる読み取り専用のボリュームを作成するには [Data Protection (DP)] (デー
タ保護) を選択します。ボリュームの詳細については、ボリュームの種類 (p. 130) を参照してくださ
い。

9. [Junction path] (ジャンクションパス) で、ボリュームをマウントするファイルシステム内の場所を入
力します。/vol3 のように、名前の先頭にスラッシュを付ける必要があります。

10. [Volume size] (ボリュームサイズ) で 20～104857600 の範囲の任意の整数を入力し、サイズをメビバ
イト (MiB) 単位で指定します。

11. [Storage efficiency] (ストレージ効率) で、[Enabled] (有効) ONTAP ストレージ効率機能 (重複排
除、圧縮、コンパクト化) を有効にします。詳細については、「FSx for ONTAP ストレージの効率
化 (p. 72)」を参照してください。

12. 容量プールの階層化ポリシー で、ボリュームのストレージプール階層化ポリシーを選択し、自動 (デ
フォルト)、スナップショットのみ、すべて、または なし のいずれかを選択します。容量ープールの
階層化ポリシーの詳細については、「階層化ポリシー (p. 73)」を参照してください。

13. [Snapshot policy] (スナップショットポリシー) で、ボリュームのスナップショットポリシーを選択し
ます。スナップショットポリシーの詳細については、スナップショットポリシー (p. 92) を参照してく
ださい。

[Custom policy] (カスタムポリシー) を選択した場合は、[custom-policy] (カスタムポリシー) フィール
ドにポリシーの名前を指定する必要があります。カスタムポリシーは SVM またはファイルシステム
にすでに存在している必要があります。ONTAP CLI または REST API を使用して、カスタムスナッ
プショットポリシーを作成することができます。詳細については、「NetApp ONTAP 製品ドキュメン
ト」の「Create a Snapshot Policy」(スナップショットポリシーの作成) を参照してください。

14. [Confirm] (確認) を選択してボリュームを作成します。

更新の進捗状況は、[Status] (ステータス) の列にある [Volumes] (ボリューム) ペインの [File systems] (ファ
イルシステム) 詳細ページでモニタリングできます。ステータスが [Created] (作成) になったら、ボリュー
ムが使用可能な状態になります。

ボリュームを作成するには (CLI)

• FSx for ONTAP ボリュームを作成するには、create-volume CLI コマンド (または同等のコマンド
CreateVolume API オペレーション) が使用できます。

aws fsx create-volume \ 
    --volume-type ONTAP \ 
    --name vol1 \ 
    --ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/vol1,SecurityStyle=NTFS, 
 \ 
          SizeInMegabytes=1024,SnapshotPolicy=default, \ 
          StorageVirtualMachineId=svm-abcdef0123456789a,OntapVolumeType=RW

ボリュームが正常に作成されると、Amazon FSx は、次の例に示すように、その説明を JSON 形式で返し
ます。

{ 
    "Volume": { 
        "CreationTime": "2022-08-12T13:03:37.625000-04:00", 
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        "FileSystemId": "fs-abcdef0123456789c", 
        "Lifecycle": "CREATING", 
        "Name": "vol1", 
        "OntapConfiguration": { 
            "CopyTagsToBackups": true, 
            "FlexCacheEndpointType": "NONE", 
            "JunctionPath": "/vol1", 
            "SecurityStyle": "NTFS", 
            "SizeInMegabytes": 1024, 
            "SnapshotPolicy": "default", 
            "StorageEfficiencyEnabled": true, 
            "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef0123456789a", 
            "StorageVirtualMachineRoot": false, 
            "TieringPolicy": { 
                "Name": "NONE" 
            }, 
            "OntapVolumeType": "RW" 
        }, 
        "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-abcdef0123456789c/
fsvol-abcdef0123456789b", 
        "VolumeId": "fsvol-abcdef0123456789b", 
        "VolumeType": "ONTAP" 

                         
    }
}

ボリュームの更新
NetApp ONTAPコマンドラインインターフェイス (CLI) と REST API の他に、Amazon FSx コンソー
ル、AWS CLI、およびAmazon FSx API を使用して、FSx for ONTAP ボリュームの設定を更新できます。
既存の FSx for ONTAP ボリュームの次のプロパティを変更できます。

• ボリュームパス
• ボリュームサイズ
• ストレージ効率
• 容量プールの階層化ポリシー
• スナップショットポリシー
• タグをバックアップにコピーする (AWS CLI および Amazon FSx API のみ)

詳細については、「FSx for ONTAP ボリュームの管理 (p. 129)」を参照してください。

ボリューム設定を更新するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. [File systems] (ファイルシステム) に移動してボリュームを更新する ONTAP ファイルシステムを選択

します。
3. [Volumes] (ボリューム) タブを選択します。
4. 更新するボリュームを選択します。
5. [Action] (アクション) で、[Update volume] (ボリュームの更新) を選択します。

[Update volume] (ボリュームの更新) ダイアログボックスに、現在のボリューム設定が表示されます。
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6. [Junction path] (ジャンクションパス) で、ボリュームをマウントするファイルシステム内の既存の場
所を入力します。名前の先頭には /vol5 のようにスラッシュが入らなければなりません。

7. [Volume size] (ボリュームサイズ) で、20～104867600 の任意の整数を入力し、新しいサイズをメビ
バイト (MiB) 単位で指定します。ボリュームのサイズを増減できます。

8. ストレージ効率 で、[Enabled] (有効) ONTAP ストレージ効率化機能 (重複排除、圧縮、コンパクト化) 
を有効にするか、[Disabled] (無効) をクリックして無効にします。

9. 容量プールの階層化ポリシー で、[Auto] (自動) (デフォルト)、[Snapshot-only] (スナップショットの
み)、[All] (すべて)、または [None] (なし) が選択できるボリュームの新しいストレージプール階層化ポ
リシーを選択します。容量プールの階層化ポリシーの詳細については、「階層化ポリシー (p. 73)」を
参照してください。

10. [Snapshot policy] (スナップショットポリシー) で、ボリュームのスナップショットポリシーを選択し
ます。スナップショットポリシーの詳細については、スナップショットポリシー (p. 92) を参照してく
ださい。

[Custom policy] (カスタムポリシー) を選択した場合は、[custom-policy] (カスタムポリシー) フィール
ドにポリシーの名前を指定する必要があります。カスタムポリシーは SVM またはファイルシステム
にすでに存在している必要があります。ONTAP CLI または REST API を使用して、カスタムスナッ
プショットポリシーを作成することができます。詳細については、「NetApp ONTAP 製品ドキュメン
ト」の「Create a Snapshot Policy」(スナップショットポリシーの作成) を参照してください。
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11. [Update] (更新) をクリックして、ボリュームを更新します。

ボリューム設定を更新するには (CLI)

• FSx for ONTAP ボリュームの設定を更新するには、次の例に示すように、update-volume CLI コマン
ド (または同等のコマンド UpdateVolume API オペレーション) を使用します。

aws fsx update-volume \ 
    --volume-id fsvol-1234567890abcde \ 
    --name new_vol \ 
    --ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/new_vol, \ 
           SizeInMegabytes=2048,SnapshotPolicy=default-1weekly, \ 
           StorageEfficiencyEnabled=true

ボリュームの削除
FSx for ONTAP ボリュームは、NetApp ONTAP コマンドラインインターフェイス (CLI) と REST API の他
に Amazon FSx コンソール、AWS CLI、Amazon FSx API を使用して削除できます。

Important

ボリュームの削除は、ボリュームで Amazon FSx バックアップが有効になっている場合
に、Amazon FSx コンソール、API、CLI を使用してのみ実行できます。

Important

Amazon FSx コンソールからボリュームを削除すると、ボリュームの最終バックアップを作成す
るオプションが表示されます。バックアップから新しいボリュームを作成できます。ベストプ
ラクティスとして、最終的なバックアップを取ることをお勧めします。一定期間後に不要になっ
た場合は、これと他の手動で作成されたボリュームバックアップを削除できます。デフォルトで
は、delete-volume CLI コマンドは最終的なバックアップを取ります。

ボリュームを削除する前に、削除するボリューム内のデータにアクセスするアプリケーションがないこと
を確認します。

ボリュームを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[File systems] (ファイルシステム) を選択し、ボリュームを削除する 

ONTAP ファイルシステムを選択します。
3. [Volumes] (ボリューム) タブを選択します。
4. 削除するボリューム を選択します。
5. [Action] (アクション) では、[Delete volume] (ボリュームの削除) を選択します。
6. 確認ダイアログボックス内の [Create final backup] (最終バックアップの作成) には、2 つのオプション

があります。

• [Yes] (はい) を選択してボリュームの最終バックアップを作成します。最終バックアップの名前が表
示されます。

• ボリュームの最終バックアップが必要ない場合は [No] (なし) を選択します。ボリュームを削除する
と、自動バックアップは使用できなくなることを確認するよう求められます。

7. 削除の確認 フィールドに 削除する と入力し、ボリュームの削除を確認します。
8. [Delete volume] (ボリュームの削除) を選択します。
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ボリュームを削除するには (CLI)

• FSx for ONTAP ボリュームを削除するには、次の例に示すように、delete-volume CLI コマンド (また
は同等のコマンド [Delete volume] (ボリュームの削除) API オペレーション) を使用します。

aws fsx delete-volume --volume-id fsvol-1234567890abcde

ボリュームの表示
Amazon FSx コンソール、AWS CLI、Amazon FSx API、SDK を使用して、現在ファイルシステム上にあ
る ONTAP ボリュームの FSx を確認できます。

ファイルシステム上のボリュームを表示するには

• [Using the console] (コンソールの使用) - [File systems] (ファイルシステム) 詳細ページを表示するには
ファイルシステムを選択します。[Volumes] (ボリューム) タブをクリックして、ファイルシステム上の
すべてのボリュームをリスト表示し、表示するボリュームを選択します。

• CLI または API の使用 - describe-volumes CLI コマンドまたは DescribeVolumes API オペレーションを
使用します。

SMB 共有の管理
Amazon FSx ファイルシステム SMB ファイル共有を管理するには、Microsoft Windows 共有フォルダ GUI 
を使用できます。共有フォルダ GUI は、ストレージ仮想マシン (SVM) 内のすべての共有フォルダを一元
管理する場所を提供します。次の手順では、ファイル共有を作成、更新、削除する方法を詳しく示しま
す。

共有フォルダを Amazon FSx ファイルシステムに接続するには

1. Amazon EC2 インスタンスを起動し、Amazon FSx ファイルシステムと結合している Microsoft アク
ティブディレクトリに接続します。これを行うには、AWS Directory Service 管理ガイドから次のいず
れかの手順を選択します。

• Windows EC2 インスタンスにシームレスに接続する
• Windows インスタンスを手動で結合させる

2. ファイルシステム管理者グループのメンバーであるユーザーとしてインスタンスに接続します。詳細
については、「Windows インスタンスの Amazon EC2 ユーザーガイド」の「 Windowsインスタンス
への接続」を参照してください。

3. [Start] (スタート) メニューを開き、[Run As Administrator] (管理者として実行) を使用して
fsmgmt.msc を実行します。これにより、共有フォルダ GUI ツールが開きます。

4. [Action] (アクション) で、[Connect to another computer] (別のコンピュータに接続する) を選択しま
す。

5. [Another computer] (別のコンピュータ) で、ストレージ仮想マシン (SVM) の DNS 名、例えば
netbios_name.corp.example.com を入力します。

Amazon FSx コンソールで SVM の DNS 名を確認するには、[Storage virtual machines] (スト
レージ仮想マシン) を選択し、該当する SVM を選択してから [SMB DNS name] (SMB DNS 名) 
が見つかるまで [Endpoints] (エンドポイント) に向かってスクロールダウンします。DNS 名
は、DescribeStorageVirtualMachines API オペレーションのレスポンスで取得することもできます。

6. OK を選択します。Amazon FSx ファイルシステムのエントリが共有フォルダツールのリストに表示
されます。
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これで、共有フォルダが Amazon FSx ファイルシステムに接続されたので、次の操作を実行して、ファイ
ルシステム上の Windows ファイル共有を管理できます。

Note

SMB 共有は、ルートボリューム以外のボリュームに配置することをお勧めします。

• ファイル共有の新規作成 - 共有フォルダツール内の左側ペインにある [Shares] (共有) を選択し
て、Amazon FSx ファイルシステムのアクティブな共有を表示します。ボリュームは、ボリューム作成
時に選択したパスにマウントされて表示されます。[New Share] (新規共有) を選択し、共有フォルダの
作成ウィザードを完了します。

新規のファイル共有を作成する前に、ローカルフォルダを作成する必要があります。次の手順で行いま
す。
• 共有フォルダツールの使用:ローカルフォルダパスを指定するときは、[Browse] (ブラウズ) を選択し、

ローカルフォルダを作成するときは [Make new folder] (フォルダの新規作成) を選択します。
• コマンドラインの使用

New-Item -Type Directory -Path \\netbios_name.corp.example.com\C
$volume_path\MyNewFolder

• ファイル共有の変更 - 共有フォルダツール内の右側のペインで、変更するファイル共有のコンテキスト 
(右クリック) メニューを開き、[Properties] (プロパティ) を選択します。プロパティを変更し、OK を選
択します。

• ファイル共有を削除する - 共有フォルダツール内の右側のペインで、削除するファイル共有のコンテキ
スト (右クリック) メニューを開き、[Stop Sharing] (共有を停止する) を選択します。

Note

GUI でファイル共有を削除できるのは、Amazon FSx ファイルシステムの DNS 名を使用して
fsmgmt.msc に接続したときのみです。ファイルシステムの IP アドレスまたは DNS エイリア
ス名を使用して接続した場合は、[Stop Sharing] (共有を停止する) オプションが機能しないた
め、ファイル共有は削除されません。

ファイルアクセスの監査
Amazon FSx for NetApp ONTAP は、ストレージ仮想マシン (SVM) 内のファイルやディレクトリへのエン
ドユーザーアクセスの監査をサポートしています。

トピック
• ファイルアクセス監査の概要 (p. 138)
• ファイルアクセス監査を設定するためのタスクの概要 (p. 141)

ファイルアクセス監査の概要
ファイルアクセス監査では、定義した監査ポリシーに基づいて、エンドユーザーによる個々のファイルや
ディレクトリへのアクセスをレコードできます。ファイルアクセス監査は、システムのセキュリティを
向上させ、システムデータへの不正アクセスのリスクを軽減するのに役立ちます。ファイルアクセス監査
は、組織がデータ保護要件への準拠を維持し、潜在的な脅威を早期に特定し、データ違反のリスクを軽減
するのに役立ちます。

Amazon FSx は、ファイルおよびディレクトリアクセス全体で、成功した試行 (ファイルに正常にアクセス
する十分な許可を持つユーザーなど)、失敗した試行、またはその両方のロギングをサポートしています。
また、ファイルアクセス監査はいつでも無効にできます。
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デフォルトでは、監査イベントログは EVTX ファイル形式で保存され、Microsoft イベントビューワーを使
用して表示できます。

監査できる SMB アクセスイベント
次の表は、監査できる SMB ファイルおよびフォルダアクセスイベントを示しています。

イベント ID (EVT / 
EVTX)

イベント 説明 カテゴリ

560/4656 オブジェクトを開く / オ
ブジェクトを作成

オブジェクトアクセス: 
オブジェクト (ファイル
またはディレクトリ) を
開く

ファイルアクセス

563/4659 削除するインテントで
オブジェクトを開く

オブジェクトアクセス: 
オブジェクト (ファイル
またはディレクトリ) へ
のハンドルが削除の意
図でリクエストされま
した

ファイルアクセス

564/4660 オブジェクトの削除 オブジェクトアクセス: 
オブジェクト (ファイ
ルまたはディレクトリ) 
を削除します。ONTAP 
は、Windows クライ
アントがオブジェクト 
(ファイルまたはディレ
クトリ) の削除を試みる
とこのイベントを生成
します。

ファイルアクセス

567/4663 オブジェクトの読み取
り / オブジェクトの書き
込み / オブジェクト属性
の取得 / オブジェクト属
性の設定

オブジェクトアクセス: 
オブジェクトアクセス
の試み (読み取り、書き
込み、属性の取得、属
性の設定)。

Note

このイベントで
は、ONTAP は
オブジェクト
に対する最初
の SMB 読み取
りおよび最初
の SMB 書き込
みオペレーショ
ン (成功または
障害) のみを監
査します。これ
により、1 つの
クライアントが
オブジェクトを
開き、同じオブ
ジェクトに対し
て多数の連続す

ファイルアクセス
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イベント ID (EVT / 
EVTX)

イベント 説明 カテゴリ

る読み取りまた
は書き込み操作
を実行するとき
に、ONTAP に
よる過剰なログ
エントリ作成を
防ぎます。

N / A / 4664 ハードリンク オブジェクトアクセス: 
ハードリンクの作成を
試みました

ファイルアクセス

N / A / N / A ONTAP イ
ベント ID 9999

オブジェクトの名前を
変更

オブジェクトアクセス: 
オブジェクトの名前が
変更されました。これ
は ONTAP イベントで
す。現在、Windows で
は 1 つのイベントとし
てサポートされていま
せん。

ファイルアクセス

N / A / N / A ONTAP イ
ベント ID 9998

オブジェクトのリンク
解除

オブジェクトアクセス: 
オブジェクトのリンク
が解除されました。こ
れは ONTAP イベント
です。現在、Windows 
では 1 つのイベントと
してサポートされてい
ません。

ファイルアクセス

監査できる NFS アクセスイベント
次の NFS ファイルおよびフォルダアクセスイベントを監査できます。

• READ
• OPEN
• CLOSE
• READDIR
• WRITE
• SETATTR
• CREATE
• LINK
• OPENATTR
• REMOVE
• GETATTR
• VERIFY
• NVERIFY
• RENAME
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ファイルアクセス監査を設定するためのタスクの概要
ファイルアクセス監査に FSx for ONTAP を設定するには以下の高レベルのタスクが必要です。

1. ファイルアクセス監査の要件と考慮事項をよく 理解 (p. 141) してください。
2. 特定の SVM で 監査設定を作成する (p. 141)。
3. その SVM で 監査を有効化 (p. 142) する。
4. ファイルとディレクトリに 監査ポリシーを設定する (p. 143)。
5. FSx for ONTAP が放出した後、監査イベントログを表示する (p. 146)。

次の手順で、タスクの詳細を示します。

ファイルアクセス監査を有効にするファイルシステム上の他の SVM に対して、タスクを繰り返します。

監査要件
SVM で監査を設定および有効にする前に、次の要件と考慮事項に注意する必要があります。

• NFS 監査では、u タイプとして指定された監査アクセスコントロールエントリ (ACE) がサポートされ、
オブジェクトへのアクセスの試みがあると、監査ログエントリが生成されます。NFS 監査では、モード
ビットと監査 ACE の間にマッピングはありません。ACL をモードビットに変換する場合、監査 ACE は
スキップされます。モードビットを ACL に変換する場合、監査 ACE は生成されません。

• 監査は、ステージングボリュームに空き領域があるかどうかによって異なります。(ステージングボ
リュームは、ONTAP によってステージングファイルを保存するために作成される専用ボリュームで、
ステージングファイルは、EVTX または XML ファイル形式への変換前に監査レコードが格納される個々
のノードの中間バイナリファイルです)。監査ボリュームを含むアグリゲート内のステージングボリュー
ムに十分なスペースがあることを確認する必要があります。

• 監査は、変換された監査イベントログが格納されているディレクトリを含むボリューム内の使用可能な
領域があるかどうかによって異なります。イベントログの保存に使用するボリュームに十分な領域があ
ることを確認する必要があります。監査設定の作成時に -rotate-limit パラメータを使用すること
で、監査ディレクトリに保持する監査ログの数を指定できます。これは、ボリューム内の監査ログに十
分な空き領域があることを確認するのに役立ちます。

SVM での監査設定の作成
ファイルおよびディレクトリイベントの監査を開始する前に、ストレージ仮想マシン (SVM) で監査設定を
作成する必要があります。監査設定の作成後、SVM で有効にする必要があります。

vserver audit create コマンドを使用して監査設定を作成する前に、ログの宛先として使用するディ
レクトリを作成し、ディレクトリにシンボリックリンクがないことを確認します。-destination パラ
メータで宛先ディレクトリを指定します。

次のように、ログサイズまたはスケジュールに基づいて監査ログをローテーションする監査設定を作成で
きます。

• ログサイズに基づいて監査ログをローテーションするには、このコマンドを使用します。

vserver audit create -vserver svm_name -destination path [-format {xml|evtx}] [-rotate-
limit integer] [-rotate-size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]}]

次の例では、サイズベースのローテーションを使用して、ファイル操作と CIFS (SMB) のログインおよ
びログオフイベント (デフォルト) を監査する svm1 という名前の SVM の監査設定を作成します。ログ
形式は EVTX (デフォルト)で、ログは /audit_log ディレクトリに保存され、一度に 1 つのログファイ
ル (最大サイズ 200 MB) が作成されます。
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vserver audit create -vserver svm1 -destination /audit_log -rotate-size 200MB

• スケジュールに基づいて監査ログをローテーションするには、このコマンドを使用します。

vserver audit create -vserver svm_name -destination path [-format {xml|evtx}] 
        [-rotate-limit integer] [-rotate-schedule-month chron_month] 
        [-rotate-schedule-dayofweek chron_dayofweek] [-rotate-schedule-
day chron_dayofmonth] 
        [-rotate-schedule-hour chron_hour] [-rotate-schedule-minute chron_minute]

時間ベースの監査ログローテーションを設定する場合は、-rotate-schedule-minute パラメータが
必要です。

次の例では、時間ベースのローテーションを使用して、svm2 という名前の SVM の監査設定を作成し
ます。ログ形式は EVTX (デフォルト) で、監査ログは毎月、すべての曜日の午後 12 時 30 分にローテー
ションされます。

vserver audit create -vserver svm2 -destination /audit_log -rotate-size 200MB  -rotate-
schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour 12 -rotate-
schedule-minute 30

-format パラメータを使用して、監査ログが変換された EVTX 形式 (デフォルト) または XML ファイル形
式で作成されるかどうかを指定できます。EVTX 形式を使用すると、Microsoft イベントビューワーでログ
ファイルを表示できます。

デフォルトでは、監査されるイベントのカテゴリは、ファイルアクセスイベント (SMB と NFS の両
方)、CIFS (SMB) のログオンおよびログオフイベント、および認可ポリシー変更イベントです。次の形式
の -events パラメータを使用して、ログに記録するイベントをより細かくコントロールできます。

-events {file-ops|cifs-logon-logoff|cap-staging|file-share|audit-policy-change|user-
account|authorization-policy-change|security-group}

例えば、-events file-share ファイル共有イベントの監査を有効にします。

vserver audit create コマンドの詳細については、「Create an audit configuration」(監査設定を作成
する) を参照してください。

SVM での監査の有効化
監査設定の設定が完了したら、SVM で監査を有効にする必要があります。そのためには、次のコマンドを
使用します。

vserver audit enable -vserver svm_name

例えば、svm1 という名前の SVM の監査を有効にするには、次のコマンドを使用します。

vserver audit enable -vserver svm1

アクセス監査の作成はいつでも無効にできます。例えば、次のコマンドを使用して、svm4 という名前の 
SVM の監査をオフにします。

vserver audit disable -vserver svm4
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監査を無効にしても、SVM 上の監査設定は削除されません。つまり、その SVM の監査をいつでも再度有
効にできます。

ファイルおよびフォルダの監査ポリシーを設定する
ユーザーアクセスの試みを監査するファイルおよびフォルダーに監査ポリシーを設定する必要がありま
す。監査ポリシーは、アクセス試行の成功と失敗の両方を監視するように設定できます。

SMB と NFS の両方の監査ポリシーを設定できます。SMB および NFS 監査ポリシーは、ボリュームのセ
キュリティスタイルに基づいて、設定要件と監査機能が異なります。

NTFS セキュリティスタイルのファイルおよびディレクトリに関する監査ポリ
シー

NTFS 監査ポリシーは、Windows のセキュリティタブまたは ONTAP CLI を使用して設定できます。

NTFS 監査ポリシーを設定するには (Windows のセキュリティタブ)

NTFS 監査ポリシーを設定するには、NTFS セキュリティ記述子に関連付けられた NTFS SACL にエント
リを追加します。その後、セキュリティ記述子は NTFS ファイルとディレクトリに適用されます。タスク
は Windows GUI によって自動的に処理されます。セキュリティ記述子には、ファイルとフォルダのアク
セス許可を適用するための随意アクセスコントロールリスト (DACL)、ファイルとフォルダの監査のための 
SACL、または SACL と DACL の両方を含めることができます。

1. Windows エクスプローラーの [Tools] (ツール) メニューから [Map network drive] (ネットワークドライ
ブのマップ) を選択します。

2. [Map Network Drive] (ネットワークドライブのマップ) ボックスを完了します。

a. [Drive] (ドライブ) 文字を選択します。
b. [Folder] (フォルダ) ボックスに、監査するデータと共有する名前を保持している共有を含む SMB 

(CIFS) サーバ名を入力します。
c. [Finish] (終了) を選択します。

選択したドライブがマウントされ、共有に含まれるファイルとフォルダを表示する Windows エクスプ
ローラウィンドウで準備ができました。

3. 監査アクセスを有効にするファイルまたはディレクトリを選択します。
4. ファイルまたはディレクトリを右クリックし、[Properties] (プロパティ) を選択します。
5. [Security] (セキュリティ) タブを選択します。
6. [Advanced] (アドバンスト) をクリックします。
7. [Auditing] (監査) タブを選択します。
8. 目的のアクションを実行します。

目的が 次の作業を行います。

新しいユーザーまたは
グループの監査を設定
する

1. [Add] (追加) を選択します。
2. [Enter the object name to select] (選択するオブジェクト名を入力する) 

ボックスで、追加するユーザーまたはグループの名前を入力します。
3. OK を選択します。

ユーザーまたはグルー
プから監査を削除する

1. [Enter the object name to select] ボックスで、削除するユーザーまたは
グループを選択します。

2. [Remove] (削除) を選択します。
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目的が 次の作業を行います。
3. OK を選択します。
4. この手順の残りをスキップします。

ユーザーまたはグルー
プの監査を変更する

1. [Enter the object name to select] ボックスで、変更するユーザーまたは
グループを選択します。

2. [Edit] (編集) を選択します。
3. OK を選択します。

ユーザーまたはグループの監査を設定する場合、または既存のユーザーまたはグループの監査を変更
する場合は、###### の監査エントリ ボックスが開きます。

9. [Apply to] (適用先) ボックスで、この監査エントリの適用方法を選択します。

単一のファイルに対して監査を設定する場合は、[Apply to] ボックスは、既定で [This object only] (こ
のオブジェクトのみ) に設定されているため、アクティブではありません。

10. [Access] (アクセス) ボックスで、監査対象を選択し、成功イベント、障害イベント、またはその両方
を監査するかどうかを選択します。

• 成功したイベントを監査するには、[Success] (成功) ボックスを選択します。
• 障害イベントを監査するには、[Failure] (障害) ボックスを選択します。

セキュリティ要件を満たすために監視する必要があるアクションを選択します。監査可能なイベント
の詳細については、Windows ドキュメントを参照してください。次のイベントを監査できます。

• フルコントロール
• トラバースフォルダー / ファイルを実行
• フォルダの一覧表示 / データの読み取り
• 属性の読み取り
• 拡張属性の読み取り
• ファイルの作成 / データの書き込み
• フォルダの作成 / データの追加
• 属性の書き込み
• 拡張属性の書き込み
• サブフォルダとファイルの削除
• 削除
• 読み取りアクセス許可
• 許可の変更
• 所有権の取得

11. 監査設定を元のコンテナの後続のファイルおよびフォルダに伝搬しない場合は、[Apply these auditing 
entries to objects and/or containers within this container only] (監査エントリをこのコンテナ内のオブ
ジェクトやコンテナにのみ適用する) ボックスを選択します。

12. [Apply] (適用する) を選択します。
13. 監査エントリの追加、削除、または編集が完了したら、OK を選択します。

###### の監査エントリ ボックスが閉じます。
14. [Auditing] (監査) ボックスで、このフォルダの継承設定を選択します。セキュリティ要件を満たす監査

イベントを提供する最小レベルのみを選択します。

次のいずれかを選択できます。
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• [Include inheritable auditing entries from this object's parent] (このオブジェクトの親から継承可能な
監査エントリを含める) ボックスを選択します。

• [Replace all existing inheritable auditing entries on all descendants with inheritable auditing entries 
from this object] (すべての子孫にある既存の継承可能な監査エントリを、このオブジェクトの継承
可能な監査エントリで置き換える) ボックスを選択します。

• 両方のボックスを選択します。
• どちらのボックスも選択しないでください。

単一のファイルに SACL を設定する場合は、[Replace all existing inheritable auditing entries on all 
descendants with inheritable auditing entries from this object] ボックスは [Auditing] (監査) ボックスに
存在しません。

15. OK を選択します。

NTFS 監査ポリシーを設定するには (ONTAP CLI)

ONTAP CLI を使用すると、Windows クライアントの SMB 共有を使用してデータに接続することな
く、NTFS 監査ポリシーを設定できます。

• NTFS 監査ポリシーは、vserver セキュリティファイルディレクトリ コマンドファミリーを使用して
設定できます。

例えば、次のコマンドは、p1 という名前のセキュリティポリシーを vs0 という名前の SVM に適用しま
す。

vserver security file-directory apply -vserver vs0 -policy-name p1

UNIX セキュリティスタイルのファイルおよびディレクトリに関する監査ポリ
シー

NFS v4.x ACL (アクセスコントロールリスト) に監査 ACE (アクセスコントロール表現) を追加することに
より、UNIX セキュリティスタイルのファイルとディレクトリの監査を設定します。これにより、セキュ
リティ上の目的で、特定の NFS ファイルおよびディレクトリアクセスイベントをモニタリングできます。

Note

NFS v4.x の場合、任意の ACE とシステム ACE の両方が同じ ACL に格納されます。したがっ
て、既存の ACL に監査 ACE を追加するときは、既存の ACL を上書きして失わないように注意す
る必要があります。既存の ACL に監査 ACE を追加する順序は重要ではありません。

UNIX 監査ポリシーを設定するには

1. nfs4_getfacl または同等のコマンドを使用して、ファイルまたはディレクトリの既存の ACL を取
得します。

2. 目的の監査 ACE を追加します。
3. nfs4_setfacl または同等のコマンドを使用して、更新された ACL をファイルまたはディレクトリ

に適用します。

この例では -a のオプションを使用してユーザー (testuser という名前) に file1 という名前のファ
イルに対する読み取り許可を与えます。

nfs4_setfacl -a "A::testuser@example.com:R" file1
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監査ログの表示
EVTX または XML ファイル形式に保存された監査イベントログを表示できます。

• EVTX ファイル形式 - Microsoft イベントビューワーを使用して、変換された EVTX 監査イベントログを
保存済みファイルとして開くことができます。

イベントビューワーを使用してイベントログを表示するときに使用できるオプションは 2 つあります。
• 一般ビュー: イベントレコードのすべてのイベントに共通する情報が表示されます。イベントレコード

のイベント固有のデータは表示されません。詳細ビューを使用して、イベント固有のデータを表示で
きます。

• 詳細表示: フレンドリービューと XML ビューを使用できます。フレンドリビューと XML ビューに
は、すべてのイベントに共通する情報と、イベントレコードのイベント固有のデータの両方が表示さ
れます。

• XML ファイル形式 - XML ファイル形式をサポートするサードパーティーアプリケーションで、XML 監
査イベントログを表示および処理できます。XML スキーマと XML フィールドの定義に関する情報があ
る場合は、XML 表示ツールを使用して監査ログを表示できます。

SSD ストレージ容量とプロビジョンド IOPS のス
ケーリング

データセットのアクティブな部分に追加のストレージが必要な場合は、Amazon FSx for NetApp ONTAP 
ファイルシステムのソリッドステートドライブ (SSD) ストレージ容量を増やすことができます。そのため
には、Amazon FSx コンソール、Amazon FSx API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を
使用します。

プライマリ SSD ストレージ容量を増やすとき、または独立したアクションとして、ファイルシステム用
にプロビジョンド SSD IOPS を変更することもできます。ファイルシステムのプライマリ SSD ストレー
ジ容量とプロビジョンド IOPS の量のスケーリングの詳細については、SSD ストレージ容量と IOPS の更
新 (p. 59) を参照してください。

スループット容量の管理
FSx for ONTAP は、ファイルシステムを作成するときのスループット容量を設定します。ファイルシステ
ムのスループット容量はいつでも変更できます。最大スループットキャパシティを実現するには、ファイ
ルシステムに特定の設定が必要であることに注意してください。たとえば、4 GBps のスループットキャ
パシティをプロビジョニングするには、ファイルシステムに最低 5,120 GiB の SSD ストレージ容量と 
160,000 SSD IOPS を使用する構成が必要です。詳細については、「スループット容量がパフォーマンス
に与える影響 (p. 110)」を参照してください。

スループット容量は、ファイルシステムをホストしているファイルサーバーがファイルデータを提供でき
る速度を決定する要素の 1 つです。スループット容量が高くなるのに伴い、ネットワーク、1 秒あたりの
ディスク読み取り I/O オペレーション (IOPS)、ファイルサーバーのデータキャッシュ容量、の各レベルが
高くなります。詳細については、「パフォーマンス (p. 107)」を参照してください。

ファイルシステムのスループット容量を変更すると、Amazon FSx は、そのファイルシステムを動かして
いるファイルサーバーを切り替えます。このプロセス中にシングル AZ とマルチ AZ の両方のファイルシ
ステムで自動フェイルオーバーとフェイルバックが発生します。これは通常、完了するまでに数分かか
ります。フェイルオーバーおよびフェイルバックプロセスは、NFS (Network File Sharing)、SMB (Server 
Message Block)、iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) クライアントに対して透過的であ
り、中断や手動による介入なしにワークロードの実行を継続できます。ファイルシステムで使用可能にな
ると、新しいスループット容量が課金されます。
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Note

メンテナンスアクティビティ中のデータの整合性を確保するために、FSx for ONTAP は、メンテ
ナンスを開始する前に、すべての日和見ロックを閉じ、ファイルシステムをホストしている基に
なるストレージボリュームへの保留中の書き込みオペレーションを完了します。スケジュール設
定されたファイルシステムのメンテナンスウィンドウ中に、システムの変更 (スループット容量
の変更など) が遅れる場合があります。メンテナンスによって、次の処理が行われるまで、変更が
キューに入れられることがあります。詳細については、「the section called “メンテナンスウィン
ドウ” (p. 150)」を参照してください。

トピック
• スループット容量を変更するタイミング (p. 147)
• 同時スループットおよびストレージスケーリングリクエストの処理方法 (p. 147)
• スループット容量を変更する方法 (p. 147)
• スループット容量の変更のモニタリング (p. 148)

スループット容量を変更するタイミング
Amazon FSx は Amazon CloudWatch と統合されたため、ファイルシステムの継続的なスループット使
用レベルをモニタリングできます。ファイルシステムを介してドライブできるスループットと IOPS パ
フォーマンスは、ファイルシステムのスループット容量の他、特定のワークロードの特性によって異なり
ます。原則として、ワークロードの読み取りスループット + ワークロードの書き込みスループットを 2 倍
以上サポートするのに十分なスループット容量をプロビジョニングする必要があります。CloudWatch メ
トリクスを使用して、パフォーマンスを向上させるためにディメンションを決定できます。詳細について
は、「the section called “FSx for ONTAP CloudWatch メトリクスを使用する方法” (p. 210)」を参照して
ください。

同時スループットおよびストレージスケーリングリク
エストの処理方法
SSD ストレージ容量とプロビジョンド IOPS の更新ワークフローが開始される直前または進行中に、ス
ループットキャパシティの更新をリクエストできます。Amazon FSx が 2 つのリクエストを処理する順序
は次のとおりです。

• SSD/IOPS の更新とスループットキャパシティの更新を同時に送信すると、両方の要求が受け入れられ
ます。SSD/IOPS の更新は、スループットキャパシティの更新よりも優先されます。

• SSD/IOPS 更新の進行中にスループットキャパシティの更新を送信すると、スループットキャパシティ
の更新リクエストが受け入れられ、SSD/IOPS の更新後に発生するようにキューに入れられます。ス
ループットキャパシティの更新は、SSD/IOPS が更新された後 (新しい値が利用可能)、最適化ステップ
中に開始されます。通常、これには 10 分もかかりません。

• スループットキャパシティの更新中に SSD/IOPS の更新を送信すると、SSD/IOPS ストレージの更新要
求が受け入れられ、スループットキャパシティの更新が完了した後に開始するためにキューに入れられ
ます (新しいスループット容量が利用可能になります)。これには通常 20 分かかります。

SSD ストレージとプロビジョンド IOPS の更新の詳細については、「ストレージ容量の管理 (p. 56)」を参
照してください。

スループット容量を変更する方法
Amazon FSx コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Amazon FSx APIを使用し
て、ファイルシステムのスループット容量を変更できます。
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ファイルシステムのスループット容量を変更するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. [File systems] (ファイルシステム) に移動し、スループット容量を増やす ONTAP ファイルシステムを

選択します。
3. [Actions] (アクション) の場合、[Update throughput capacity] (スループット容量の更新) を選択しま

す。または、[Summary] (概要) パネルでファイルシステムの [Throughput capacity] (スループット容
量) の横にある [Update] (更新) を選択します。

4. リストから [Throughput Capacity] (スループット容量) の新しい値を選択します。
Note

任意の FSx for ONTAP ファイルシステムのスループット容量を変更できます。ただ
し、2021 年 12 月 9 日以降に作成されたファイルシステムだけが 128 MB / 秒または 256 
MB / 秒のスループット容量をサポートできます。

5. [Update] (更新) を選択して、スループット容量の更新を開始します。
6. 更新の進捗状況は、[Updates] (更新) タブの [File systems] (ファイルシステム) 詳細ページでモニタリ

ングできます。

Amazon FSx コンソール、AWS CLI、および API を使用して、更新の進捗状況をモニタリングできま
す。詳細については、「スループット容量の変更のモニタリング (p. 148)」を参照してください。

ファイルシステムのスループット容量を変更するには (CLI)
ファイルシステムのスループット容量を変更するには、AWS CLI コマンド update-file-system を使用しま
す。以下のパラメータを設定します。

• 更新するファイルシステムの ID への --file-system-id。
• ThroughputCapacity を、ファイルシステムを更新する目的の値に変更します。

Amazon FSx コンソール、AWS CLI、および API を使用して、更新の進捗状況をモニタリングできます。
詳細については、「スループット容量の変更のモニタリング (p. 148)」を参照してください。

スループット容量の変更のモニタリング
Amazon FSx コンソール、API、および AWS CLI を使用して、スループット容量変更プロセスをモニタリ
ングできます。

コンソールでのスループット容量の変更のモニタリング
[File system detail] (ファイルシステムの詳細) ウィンドウの [Updates] (更新) タブに、各更新アクションタ
イプの最新の更新アクションを 10 個表示できます。

スループット容量の更新アクションでは、次の情報を表示できます。

[Update type] (更新タイプ)

サポートされるタイプは [Throughput capacity] (スループット容量)、[Storage capacity] (ストレージ容
量)、および [Storage optimization] (ストレージの最適化) です。

[Target value] (ターゲット値)

ファイルシステムのスループット容量を変更するのに望ましい値。
[Status] (ステータス)

更新の現在のステータス。スループット容量の更新では、指定できる値は次のとおりです。
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• [Pending] (保留中) - Amazon FSx は更新リクエストを受信しましたが、処理を開始していません。
• [In progress] (進行中) - Amazon FSx が更新リクエストを処理しています。
• [Completed] (完了) - スループット容量の更新が正常に完了しました。
• [Failed] (失敗) - スループット容量の更新に失敗しました。疑問符 (?) を選択して、スループットの

更新が失敗した理由の詳細を確認します。
[Request time] (リクエストタイム)

Amazon FSx が更新リクエストを受信した時刻。

AWS CLI と API で変更をモニタリングする
describe-file-systems CLI コマンドおよび DescribeFileSystems API アクションを使用して、ファイルシス
テムのスループット容量変更リクエストを表示し、モニタリングできます。AdministrativeActions
配列には、管理アクションタイプごとに最新の更新アクションが 10 件を表示されます。ファイルシステ
ムのスループット容量を変更すると、FILE_SYSTEM_UPDATE 管理アクションが生成されます。

次の例は、describe-file-systems CLI コマンドのレスポンスの抜粋を示しています。ファイルシス
テムのスループット容量は 128 MB/秒、ターゲットスループット容量は 256 MB/秒 です。

.

.

. 
    "ThroughputCapacity": 128,
"AdministrativeActions": [ 
    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1581694764.757, 
        "Status": "PENDING", 
        "TargetFileSystemValues": { 
          "OntapConfiguration": { 
            "ThroughputCapacity": 256 
          } 
        } 
    }
]

Amazon FSx でアクションが正常に処理されると、ステータスは COMPLETED に変更されます。新しいス
ループット容量がファイルシステムで使用可能になり、ThroughputCapacity プロパティで表示されま
す。これは、describe-file-systems CLI コマンドの次のレスポンスの抜粋に示されています。

.

.

. 
    "ThroughputCapacity": 256,
"AdministrativeActions": [ 
    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1581694764.757, 
        "Status": "COMPLETED", 
        "TargetFileSystemValues": { 
          "OntapConfiguration": { 
            "ThroughputCapacity": 256 
          } 
        } 
    }
]

スループット容量の変更が失敗した場合、ステータスは FAILED に代わり、FailureDetails プロパ
ティは障害に関する情報を提供します。
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Amazon FSx メンテナンスウィンドウでのパフォー
マンスの最適化

フルマネージドサービスとして、FSx for ONTAP はファイルシステムのメンテナンスと更新を定期的に実
行します。このメンテナンスは、ほとんどのワークロードに影響しません。パフォーマンスに敏感なワー
クロードの場合、まれに、メンテナンスが行われているときにパフォーマンスに短時間 (< 60 秒) の影響が
あることに気付く場合があります。Amazon FSx を使用すると、メンテナンスウィンドウを使用して、こ
のような潜在的なメンテナンスアクティビティがいつ発生するかをコントロールできます。

パッチ適用はまれで、通常は数週間に 1 回行われます。パッチ適用には、30 分のメンテナンスウィンドウ
のほんの一部しか必要ありません。この数分間、ファイルシステムは自動的にフェイルオーバー、フェイ
ルバックを行います。ファイルシステムの作成時にメンテナンスウィンドウを選択します。時間設定がな
い場合は、30 分のデフォルトウィンドウが割り当てられます。

FSx for ONTAP では、ワークロードと運用要件に合わせて、必要に応じてメンテナンスウィンドウを調整
できます。メンテナンスウィンドウは、少なくとも 14 日ごとに 1 回スケジュールされていれば、必要に
応じて何度でも移動できます。14 日以内にメンテナンス期間が設定されていない状態でパッチがリリース
された場合、FSx for ONTAP は、セキュリティと信頼性を確保するためにファイルシステムのメンテナン
スを続行します。

Note

メンテナンスアクティビティ中のデータの整合性を確保するために、FSx for ONTAP は、メンテ
ナンスを開始する前に、すべての日和見ロックを閉じ、ファイルシステムをホストしている基に
なるストレージボリュームへの保留中の書き込みオペレーションを完了します。

Amazon FSx 管理コンソール、AWS CLI、AWS API、またはいずれかの AWS SDK を使用して、ファイル
システムのメンテナンスウィンドウを変更できます。

毎週のメンテナンスウィンドウを変更するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーション列で [File systems] (ファイルシステム) を選択します。
3. 週次のメンテナンスウィンドウを変更するファイルシステムを選択します。ファイルシステムの詳細

ページ [Summary] (概要) が表示されます。
4. [Administration] (管理) を選択して、ファイルシステム管理の [Settings] (設定) パネルを表示します。
5. [Update] (更新) を選択して、[Change maintenance window] (メンテナンスウィンドウの変更) ウィン

ドウを表示します。
6. 週次のメンテナンスウィンドウを開始する新しい日時を入力します。
7. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。新しいメンテナンスのスタート時刻がファイルシステム

管理の [Settings] (設定) パネルに表示されます。

update-file-system CLI コマンドを使用して週次のメンテナンスウィンドウを変更するには、「ファイルシ
ステムを更新するには (CLI) (p. 121)」を参照してください。

Amazon FSx リソースのタグ付け
ファイルシステムや Amazon FSx リソースを管理しやすくするために、タグ 形式で各リソースに独自のメ
タデータを割り当てることができます。タグを使用すると、AWS リソースを目的、所有者、環境などさま
ざまな方法で分類することができます。これは同じ型のリソースが多い場合に役立ちます。割り当てたタ
グに基づいて特定のリソースをすばやく識別できます。このトピックでは、タグとその作成方法について
説明します。
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トピック
• タグの基本 (p. 151)
• リソースのタグ付け (p. 152)
• バックアップへのタグのコピー (p. 152)
• タグの制限 (p. 152)
• 許可とタグ (p. 153)

タグの基本
タグ とは、AWS リソースに付けるラベルです。各タグは、定義する 2 つの部分で設定されます。

• タグキー (例: CostCenter、Environment、または Project)。タグキーでは、大文字と小文字が区別
されます。

• タグ値 (例: 111122223333 または Production)。タグキーと同様に、タグ値は大文字と小文字が区別
されます。タグ値はオプションです。

タグを使用すると、AWS リソースを目的、所有者、環境などさまざまな方法で分類することができます。
例えば、アカウントの各インスタンスの所有者とスタックレベルを追跡しやすくするため、Amazon FSx 
ファイルシステムに対して一連のタグを定義できます。

リソースタイプごとのニーズを満たす一連のタグキーを考案することをお勧めします。一貫性のあるタグ
キーセットを使用することで、リソースの管理が容易になります。追加したタグに基づいてリソースを検
索およびフィルタリングできます。効果的なリソースのタグ付け戦略を実装する方法の詳細については、
「AWS 全般のリファレンス」の「AWS リソースのタグ付けのベストプラクティス」を参照してくださ
い。

留意すべきタグ付けの動作:

• Amazon FSx にとってタグは意味論的な意味はなく、完全に文字列として解釈されます。
• タグは自動的にはリソースに割り当てられません。
• タグのキーと値は編集でき、タグはリソースからいつでも削除できます。
• タグの値を空の文字列に設定することはできますが、タグの値を null に設定することはできません。
• 特定のリソースについて既存のタグと同じキーを持つタグを追加した場合、以前の値は新しい値によっ

て上書きされます。
• リソースを削除すると、リソースのタグも削除されます。
• AWS Command Line Interface(AWS CLI)、または　AWS　SDK の Amazon FSx API を使用している場

合は、以下を実行できます。
• TagResource API アクションを使用して既存のリソースにタグを適用することもできます。
• リソース作成アクションによっては、リソースの作成時にリソースのタグを指定することもできま

す。作成時にリソースにタグ付けすることで、リソース作成後にカスタムタグ付けスクリプトを実行
する必要がなくなります。

リソースの作成時にタグを適用できない場合、Amazon FSx はリソースの作成プロセスをロールバッ
クします。この動作により、リソースがタグ付きで作成されるか、まったく作成されないようになる
ため、タグ付けされていないリソースが存在することがなくなります。

Note

作成時にユーザーがリソースにタグ付けする際、特定の AWS Identity and Access 
Management (IAM) アクセスコントロールが必要です。詳細については、「作成中にリソー
スにタグを付ける許可を付与する (p. 176)」を参照してください。
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リソースのタグ付け
アカウントに存在する Amazon FSx リソースにタグ付けできます。Amazon FSx コンソールを使用してい
る場合、関連するリソースの [Tags] (タグ) タブを使用してリソースにタグを適用することができます。リ
ソースを作成するときに、値を指定して [Name] (Name) キーを適用し、新しいファイルシステムを作成す
るときに、任意のタグを適用できます。ただし、コンソールが [Name] (名前) キーに従ってリソースを整
理しても、このキーは Amazon FSx サービスに対して意味論的な意味合いをもちません。

IAM ポリシーでタグベースのリソースレベルアクセス許可を、作成時のタグ付けをサポートする Amazon 
FSx API アクションに適用し、作成時にリソースにタグ付けできるユーザーとグループを細かくコント
ロールできます。このような許可をポリシーで使用すると、次のような利点があります。

• リソースは、作成時から適切に保護されます。
• リソースは、作成時から適切に保護されます。タグはリソースに即座に適用されるため、リソースの使

用をコントロールするタグベースのリソースレベルアクセス許可がただちに有効になります。
• リソースは、より正確に追跡および報告されます。
• 新しいリソースにタグ付けの使用を適用し、リソースで設定されるタグキーと値をコントロールできま

す。

さらに、リソースレベルのアクセス許可を IAM ポリシーの TagResource および UntagResource
Amazon FSx API アクションに適用し、既存のリソースで設定されるタグキーと値をコントロールするこ
ともできます。

作成時に Amazon FSx リソースにタグを付けるのに必要なアクセス許可の詳細については、作成中にリ
ソースにタグを付ける許可を付与する (p. 176) を参照してください。

タグを使用して IAM ポリシーでの Amazon FSx リソースへのアクセスを制限する方法の詳細について
は、タグを使用した Amazon FSx リソースへのアクセスのコントロール (p. 177) を参照してください。

請求用リソースへのタグ付けの詳細については、[AWS Billing User Guide] ( ユーザーガイド) の [Using 
cost allocation tags] (コスト配分タグの使用) を参照してください。

バックアップへのタグのコピー
Amazon FSx API または AWS CLI でボリュームを作成または更新するときに CopyTagsToBackups がボ
リュームの任意のタグをバックアップに自動的にコピーするように設定することができます。

Note

ユーザーが開始したバックアップ (Amazon FSx コンソールを使用してバックアップを作成すると
きの名前タグを含む) を作成するときにタグを指定すると、CopyTagsToBackups を使用するよ
うに設定した場合でも、タグはボリュームからコピーされません。

バックアップの詳細については、「バックアップの使用 (p. 87)」を参照してくださ
い。CopyTagsToBackups を使用するように設定する方法の詳細については、「Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ユーザーガイド」の ボリュームを作成するには (CLI) (p. 133) と ボリューム設定を更新するに
は (CLI) (p. 136) または「Amazon FSx for NetApp ONTAP API リファレンス」の「Create Volume」(ボ
リュームの作成) と「Update Volume」(ボリュームの更新) を参照してください。

タグの制限
タグには以下のようなベーシック制限があります。

• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• キーの最大長は UTF-8 で 128 Unicode 文字です。
• 値の最大長は UTF-8 で 256 Unicode 文字です。
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• 使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文字、数字、スペース、および次の文字です。+ - (ハイフン) =
. _ (下線) : / @。

• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は 
1 つのみです。

• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws: プレフィックスは AWS の使用のために予約されています。タグにこのプレフィックスが付いたタ

グキーがある場合、タグのキーまたは値を編集、削除することはできません。aws: プレフィックスを
持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。

タグのみに基づいてリソースを削除することはできません。リソース識別子を指定する必要が
あります。例えば、DeleteMe というタグキーでタグ付けしたファイルシステムを削除するに
は、fs-1234567890abcdef0 などのファイルシステムリソース識別子で DeleteFileSystem アクショ
ンを使用する必要があります。

公開リソースまたは共有リソースにタグを付けると、割り当てたタグは、タグ付けを行った AWS アカウ
ント のみが使用できます。他の AWS アカウント はそれらのタグにアクセスできません。共有リソース
へのタグベースのアクセスコントロールの場合、各 AWS アカウント は、リソースへのアクセスをコント
ロールするために独自のタグのセットを割り当てる必要があります。

許可とタグ
作成時に Amazon FSx リソースにタグを付けるのに必要なアクセス許可の詳細については、「作成中にリ
ソースにタグを付ける許可を付与する (p. 176)」を参照してください。

タグを使用して IAM ポリシーで Amazon FSx リソースへのアクセスを制限する方法の詳細については、
「タグを使用した Amazon FSx リソースへのアクセスのコントロール (p. 177)」を参照してください。

NetApp アプリケーションを使用した ONTAP リ
ソースの FSx の管理

AWS Management Console、AWS CLI、AWS API および SDK に加えて、NetApp 管理ツールおよびアプ
リケーションを使用して、FSx for ONTAP リソースを管理することもできます。

トピック
• NetApp アカウントへのサインアップ (p. 153)
• NetApp BlueXP の使用 (p. 154)
• NetApp ONTAP CLI を使用する (p. 154)
• NetApp ONTAP REST API の使用 (p. 156)

Important

Amazon FSx は定期的に ONTAP と同期して、一貫性を確保します。NetApp アプリケーション
を使用してボリュームを作成または変更する場合、変更が AWS Management Console、AWS 
CLI、API、および SDK に反映されるまでに最大で数分かかる場合があります。

NetApp アカウントへのサインアップ
BlueXP、SnapCenter、ONTAP Antivirus Connector などの一部の NetApp ソフトウェアをダウンロードす
るには、NetApp アカウントが必要です。NetApp アカウントにサインアップするには、以下のステップを
実行します。

1. 「NetApp ユーザー登録」ページに移動し、新規の NetApp ユーザーアカウントを登録します。
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2. フォームに必要事項を入力します。[NetApp のお客様/エンドユーザー] のアクセスレベルを選択してく
ださい。[シリアル番号] フィールドに、FSx for ONTAP ファイルシステムのファイルシステム ID をコ
ピーして貼り付けます。次の例を参照してください。

登録後にできること
既存の NetApp 製品をご利用のお客様は、NSS アカウントを 1 営業日以内にお客様レベルアクセスにレベ
ルアップできます。NetApp を初めて利用するお客様は、NSS アカウントがお客様レベルのアクセスレベ
ルにレベルアップされるほか、標準的なビジネスプラクティスに従ってオンボーディングされます。ファ
イルシステム ID を指定すると、このプロセスを迅速に行えます。NSS アカウントのステータスを確認す
るには、mysupport.netapp.com にログインし、「ようこそ」ページに移動します。アカウントのアクセス
レベルはお客様レベルのアクセスである必要があります。

NetApp BlueXP の使用
NetApp BlueXP は、AWS およびオンプレミスでの ONTAP のデプロイを管理、モニタリング、および
オートメーションするための集中型ユーザーインターフェイスを提供します。詳細については、「NetApp 
BlueXP documentation」(NetApp BlueXP ドキュメント) を参照してください。

NetApp ONTAP CLI を使用する
NetApp ONTAP CLI を使用して、Amazon FSx for NetApp ONTAP リソースを管理できます。リソース
は、ファイルシステム (NetApp ONTAP クラスターに類似) レベルと SVM レベルで管理できます。

NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理
NetApp ONTAP CLI コマンドは、NetApp ONTAP クラスターで実行する場合と同様に、FSx for ONTAP 
ファイルシステムで実行できます。ファイルシステム上の NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、ファ
イルシステムの管理エンドポイントへのセキュアシェル (SSH) 接続を確立します。ログインするには、
ファイルシステムを作成したときに作成した fsxadmin パスワードを使用します。次の図に示すように、
ファイルシステムの管理エンドポイント [DNS name] (DNS 名) と [IP address] (IP アドレス) は、Amazon 
FSx コンソールの FSx for ONTAP ファイルシステムの詳細ページの [Administration] (管理) タブにありま
す。
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SSH を使用してファイルシステムの管理エンドポイントに接続するには、ユーザー fsxadmin と、ファ
イルシステムの作成時に設定したパスワードを使用します。管理エンドポイントの IP アドレスまたは 
DNS 名を使用して、ファイルシステムと同じ VPC にあるクライアントからファイルシステムに SSH で接
続できます。

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

SSH コマンドとサンプル値:

ssh fsxadmin@198.51.100.0

管理エンドポイント DNS 名を使用する SSH コマンド:

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-dns-name

サンプル DNS 名を使用した SSH コマンド

ssh fsxadmin@management.fs-abcdef01234567892.fsx.us-east-2.aws.com

Password: fsxadmin-password

This is your first recorded login.
FsxIdabcdef01234567892::>

fsxadmin ユーザーは、ファイルシステムレベルでのビューを持っています。これには、NetApp ONTAP 
クラスター管理者と同等のファイルシステム内のすべての SVM とボリュームが含まれます。ただし、ほ
とんどの NetApp ONTAP CLI cluster コマンドを実行することはできません。

NetApp ONTAP CLI を使用した SVM の管理
SVM の管理エンドポイントへのセキュアシェル (SSH) 接続を確立することにより、FSx for ONTAP SVM 
で NetApp ONTAP CLI コマンドを実行できます。SVM のファイルシステムで作成した fsxadmin ユー
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ザーネームとパスワード、または SVM の作成時に指定した場合は vsadmin ユーザーネームとパスワー
ドを使用できます。SVM の管理エンドポイントの DNS 名 と IP アドレス は、次の図に示すように、ス
トレージ仮想マシンの詳細ページの エンドポイント パネルにある Amazon FSx コンソールで確認できま
す。

SVM の管理エンドポイントに SSH で接続するには、SVM の作成時に設定した vsadmin ユーザーネー
ムと vsadmin パスワードを使用します。vsadmin パスワードを設定していない場合は、ユーザーネーム
fsxadmin と fsxadmin のパスワードを使用します。管理エンドポイントの IP アドレスまたは DNS 名を
使用して、ファイルシステムと同じ VPC にあるクライアントから SVM に SSH 接続できます。

ssh vsadmin@svm-management-endpoint-ip-address

サンプル値を含むコマンド:

ssh vsadmin@198.51.100.10

管理エンドポイントの DNS 名を使用した SSH コマンド:

ssh vsadmin@svm-management-endpoint-dns-name

サンプル DNS 名を使用した SSH コマンド:

ssh vsadmin@management.svm-abcdef01234567892fs-08fc3405e03933af0.fsx.us-east-2.aws.com

Password: vsadmin-password

This is your first recorded login.
FsxIdabcdef01234567892::>

Amazon FSx for NetApp ONTAP は、NetApp ONTAP CLI コマンドをサポートしています。

NetApp ONTAP CLI コマンドの詳細については、ONTAP コマンド: マニュアルページリファレンス を参
照してください。

NetApp ONTAP REST API の使用
fsxadmin ログインで NetApp ONTAP REST API を使用して Amazon FSx for NetApp ONTAP にアクセス
する場合は、以下のいずれかを実行します:
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• TLS 検証を無効にします。
• AWS 認証局 (CA) を信頼する - 各リージョンの CA の証明書バンドルは、次の URL にあります。

• パブリック AWS リージョン の場合は、https://fsx-aws-certificates.s3.amazonaws.com/bundle-aws-
region.pem です

• AWS GovCloud リージョンの場合は、https://fsx-aws-us-gov-certificates.s3.amazonaws.com/
bundle-aws-region.pem です

• AWS 中国リージョンの場合は、https://fsx-aws-cn-certificates.s3.amazonaws.com/bundle-aws-
region.pem です

NetApp ONTAP REST API コマンドの完全なリファレンスについては、「NetApp ONTAP REST API 
Online Reference」(NetApp ONTAP REST API オンラインリファレンス) を参照してください。
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Amazon FSx for NetApp ONTAP のセ
キュリティ

AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデル では、これをクラウドのセキュ
リティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウド で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供しま
す。AWS コンプライアンスプログラム の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリ
ティの有効性をテストおよび検証しています。Amazon FSx for NetApp ONTAP に適用するコンプライ
アンスプログラムの詳細については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲の AWS サービ
ス」「。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負いま
す。

このドキュメントは、Amazon FSx 使用時における責任共有モデルの適用法を理解するのに役立ちます。
以下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を達成するように Amazon FSx を設定する
方法について説明します。また、Amazon FSx リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS のサー
ビスの使用方法についても説明します。

トピック
• Amazon FSx for NetApp ONTAP におけるデータ保護 (p. 158)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP 向けのアイデンティティとアクセス管理 (p. 163)
• Amazon FSx の AWS マネージドポリシー (p. 183)
• Amazon VPC によるファイルシステムアクセスコントロール (p. 192)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP のコンプライアンス検証 (p. 195)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS 

PrivateLink) (p. 195)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP のレジリエンス (p. 197)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP のインフラストラクチャセキュリティ (p. 198)
• FSx for ONTAP で NetApp ONTAP Vscan を使用する (p. 198)

Amazon FSx for NetApp ONTAP におけるデータ保
護

AWS 責任共有モデル は、Amazon FSx for NetApp ONTAP ではデータ保護のために適用されます。このモ
デルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラク
チャを保護する責任を担います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対
する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ
構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくあ
る質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿さ
れた「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
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データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されます。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK を
使用して Amazon FSx またはその他の AWS のサービス で作業する場合が含まれます。名前に使用する自
由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。
外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、URL に資格
情報を含めないことを強くお勧めします。

FSx for ONTAP でのデータ暗号化
Amazon FSx for NetApp ONTAP では、保管中のデータの暗号化と転送中のデータの暗号化がサポートさ
れています。保管中のデータの暗号化は、Amazon FSx ファイルシステムの作成時に自動的に有効にな
ります。Amazon FSx for NetApp ONTAP は、Active Directory に結合しているか、Lightweight Directory 
Access Protocol (LDAP) を使用するドメインに結合している Storage Virtual Machine (SVM) 内のデータに
アクセスする場合、NFS および SMB プロトコル経由で転送中の Kerberos ベースの暗号化もサポートしま
す。

トピック
• 暗号化を使用するタイミング (p. 159)

暗号化を使用するタイミング
ユーザーの組織が、保管中のデータとメタデータの暗号化が必要な企業または規制ポリシーの対象となる
場合は、データは保管中に自動的に暗号化され、転送中のデータの暗号化を使用してファイルシステムを
マウントすることで、転送中のデータの暗号化を有効にすることをおすすめします。

Amazon FSx for NetApp ONTAP を使用した暗号化の詳細については、次の関連トピックを参照してくだ
さい。

• はじめに: Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムを作成する (p. 10)
• Amazon FSx ファイルシステムの作成 (p. 115)

保管中のデータの暗号化
すべての Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、AWS Key Management Service (AWS 
KMS) を使用して管理されるキーにより保存中に暗号化されます。データはファイルシステムに書き込ま
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れる前に自動的に暗号化され、読み取り時に自動的に復号化されます。このプロセスは Amazon FSx で透
過的に処理されるため、アプリケーションを変更する必要はありません。

Amazon FSx は、業界標準の AES-256 暗号化アルゴリズムを使用して、保存中の Amazon FSx データと
メタデータを暗号化します。詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の
「暗号化のベーシック」を参照してください。

Note

AWS キー管理インフラストラクチャは、連邦情報処理標準 (FIPS) 140-2 で承認された暗号化ア
ルゴリズムを使用します。このインフラストラクチャは、米国標準技術局 (NIST) 800-57 の推奨
事項に一致しています。

Amazon FSx が AWS KMS を使用する方法
キー管理のために Amazon FSx は AWS KMS と統合されます。Amazon FSx は KMS キーを使用してファ
イルシステムを暗号化します。ファイルシステム (データとメタデータの両方) の暗号化と復号化に使用す
る KMS キーを選択します。この KMS キーの許可は、有効化、無効化、または削除することができます。
この KMS キーは、以下の 2 つのタイプのいずれかになります。

• AWS マネージド KMS キー - これはデフォルトの KMS キーで、自由に使用できます。
• カスタマーマネージド CMK - これは、キーポリシーと許可を複数のユーザーまたはサービスに設定でき

る、最も柔軟性のある KMS キーです。KMS キーの作成の詳細については、「AWS Key Management 
Service デベロッパーガイド」の「キーの作成」を参照してください。

顧客が管理する KMS キーをファイルデータ暗号化と復号化の KMS キーとして使用する場合は、キーロー
テーションを有効にできます。キーローテーションを有効にすると、AWS KMS は、1 年に 1 回、キーを
自動的にローテーションします。また、カスタマーマネージド KMS キーでは、KMS キーへのアクセス
の無効化、再有効化、削除、取り消しのタイミングを随時選択できます。詳細については、「AWS Key 
Management Service デベロッパーガイドの ローテーション AWS KMS keys」および「キーの有効化と無
効化」を参照してください。

保管中のファイルシステムの暗号化と復号は透過的に処理されます。ただし、Amazon FSx に固有の AWS 
アカウント ID は AWS KMS アクションに関連する AWS CloudTrail ログに表示されます。

AWS KMS のAmazon FSx キーポリシー
キーポリシーは、KMS キーへのアクセスをコントロールするための主要な方法です。キーポリシーの詳細
については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS の キーポリシーの使
用」を参照してください。次のリストで、Amazon FSx でサポートされる保管時のファイルシステムの暗
号化の、AWS KMS に関連するすべてのアクセス許可について説明します。

• kms:Encrypt - (オプション) プレーンテキストを暗号化テキストにします。この許可は、デフォルトの
キーポリシーに含まれています。

• kms:Decrypt - (必須) 暗号化テキストを復号します。暗号文は、以前に暗号化された平文です。この許可
は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。

• kms:ReEncrypt - (オプション) クライアント側にデータのプレーンテキストを公開せずに、サーバー側で
新しい AWS KMS key (CMK) を使用してデータを暗号化します。データは、最初に復号化され、次に再
暗号化されます。この許可は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。

• kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext - (必須) KMS キーで暗号化されたデータ暗号化キーを返します。
この許可は、kms:GenerateDataKey* のデフォルトのキーポリシーに含まれています。

• kms:CreateGrant - (必須) キーを使用できるユーザーとその条件を指定する許可をキーに付与します。
付与は、主要なポリシーに対する代替の許可メカニズムです。許可の詳細については、「AWS Key 
Management Service デベロッパーガイド」の「許可の使用」を参照してください。この許可は、デ
フォルトのキーポリシーに含まれています。
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• kms:DescribeKey - (必須) 指定された KMS キーに関する詳細情報を提供します。この許可は、デフォル
トのキーポリシーに含まれています。

• kms:ListAliases - (オプション) アカウント内のキーエイリアスをすべて一覧表示します。コンソールを
使用して暗号化されたファイルシステムを作成すると、このアクセス許可が KMS キーのリストに追加
されます。最高のユーザーエクスペリエンスを提供するためには、この許可の使用をお勧めします。こ
の許可は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。

転送中のデータの暗号化
Amazon FSx for NetApp ONTAP は、SMB および NFS プロトコル上での Kerberos ベースの暗号化、およ
び「supported Amazon EC2 instances」(サポートされている Amazon EC2 インスタンス) からの転送中の
データの自動ニトロベースの暗号化をサポートしています。

トピック
• SMB を使用した転送中のデータの暗号化 (p. 161)
• NFS を使用した転送中のデータの暗号化 (p. 163)
• AWS Nitro System による転送中のデータの暗号化 (p. 163)

SMB を使用した転送中のデータの暗号化
転送中のデータの暗号化は、SMB プロトコル 3.0 以降をサポートするコンピューティングインスタンスに
マップされたファイル共有でサポートされます。これには、Windows Server 2012 以降 および Windows 
8 以降のすべての Microsoft Windows のバージョンが含まれます。有効にすると、ユーザーがアプリケー
ションを変更することなく、FSx for ONTAP はファイルシステムにアクセスする際にSMB 暗号化を使用
して転送中のデータを自動的に暗号化します。

FSx for ONTAP SMB は、クライアントセッションのリクエストに応じて 128 ビットまたは 256 ビットの
暗号化をサポートします。さまざまな暗号化レベルの説明については、NetApp ONTAP ドキュメントセ
ンター内の「Manage SMB with the CLI」(CLI で SMB を管理する) の「SMB サーバーの最小認証セキュ
リティレベルを設定する」セクションを参照してください。なお、暗号化アルゴリズムはクライアントが
決定します。NTLM と Kerberos 認証は、どちらも 128 ビットと 256 ビットの両方の暗号化で動作しま
す。FSx for ONTAP SMB Server は、すべてのスタンダード Windows クライアントリクエストを受け入
れ、きめ細かいコントロールは Microsoft グループポリシーまたはレジストリ設定によって処理されます。

NetApp ONTAP CLI を使用して、ONTAP SVM およびボリュームの FSx の転送中の暗号化設定を管理し
ます。NetApp ONTAP CLI にアクセスするには、NetApp ONTAP CLI を使用した SVM の管理 (p. 155) の
説明に従って、転送中の暗号化設定を行う SVM で SSH セッションを確立します。

転送中のデータの SMB 暗号化を有効にする
デフォルトでは、SVM を作成すると SMB 暗号化はオフになります。個々の共有で必要な SMB 暗号化を
有効にするか、SVM 上のすべての共有に対して有効にする SVM 上で有効にできます。

Note

SVM または共有で SMB 暗号化リクエストが有効になっている場合、暗号化をサポートしない 
SMB クライアントはその SVM または共有に接続できなくなります。

SVM の着信 SMB トラフィックに SMB 暗号化をリクエストするには

NetApp ONTAP CLI を使用して SVM で SMB 暗号化をリクエストするには、次の手順を実行します。

1. NetApp ONTAP CLI を使用した SVM の管理 (p. 155) の説明に従って、SVM の管理エンドポイントに
セキュアシェル (SSH) 接続を確立します。

2. SVM への着信 SMB トラフィックに SMB 暗号化をリクエストするには、次の NetApp ONTAP CLI コ
マンドを使用します。
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vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required true

3. 着信 SMB トラフィックに対する SMB 暗号化のリクエストを停止するには、次のコマンドを使用しま
す。

vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required false

4. SVM の現在の is-smb-encryption-required 設定を表示するには、次の NetApp ONTAP CLI コ
マンドを使用します。

vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-encryption-required
         
vserver  is-smb-encryption-required
-------- -------------------------
vs1      true

SVM での SMB 暗号化の管理の詳細については、「NetApp ONTAP ドキュメントセンター」の「SMB を
介したデータ転送で SMB サーバーで必要な SMB 暗号化を設定する」を参照してください。

ボリュームで SMB 暗号化を有効にするには

NetApp ONTAP CLI を使用して共有で SMB 暗号化を有効にするには、次の手順を使用します。

1. NetApp ONTAP CLI を使用した SVM の管理 (p. 155) の説明に従って、SVM の管理エンドポイントに
セキュアシェル (SSH) 接続を確立します。

2. 新しい SMB 共有を作成し、この共有にアクセスするときに SMB 暗号化をリクエストするには、次の 
NetApp ONTAP CLI コマンドを使用します。

vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path share_path
 -share-properties encrypt-data

詳細については、「NetApp ONTAP CLI コマンドマニュアルページ」の「vserver cifs share 
create」を参照してください。

3. 既存の SMB 共有で SMB 暗号化をリクエストするには、次のコマンドを使用します。

vserver cifs share properties add -vserver vserver_name -share-name share_name -share-
properties encrypt-data

詳細については、NetApp ONTAP CLI のコマンドマニュアルページの vserver cifs share 
create を参照してください。

4. 既存の SMB 共有で SMB 暗号化を無効にするには、次のコマンドを使用します。

vserver cifs share properties remove -vserver vserver_name -share-name share_name -
share-properties encrypt-data

詳細については、NetApp ONTAP CLI のコマンドマニュアルページの vserver cifs share 
properties remove を参照してください。

5. SMB 共有の現在の is-smb-encryption-required 設定を確認するには、次の NetApp ONTAP 
CLI コマンドを使用します。

vserver cifs share properties show -vserver vserver_name -share-name share_name -fields 
 share-properties
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このコマンドによって返されたプロパティの 1 つが encrypt-data プロパティの場合、この共有
にアクセスするときに SMB 暗号化を使用する必要があることがそのプロパティによって指定されま
す。

詳細については、「NetApp ONTAP CLI コマンドマニュアルページ」の「vserver cifs share 
properties show」を参照してください。

NFS を使用した転送中のデータの暗号化
Kerberos を使用した転送中のデータの暗号化は、NFSv3 プロトコルと NFSv4 プロトコルでサポートされ
ています。NFS プロトコルに Kerberos を使用して転送中の暗号化を有効にするには、NetApp ONTAP ド
キュメンテーションセンターの「Using Kerberos with NFS for strong security」(強力なセキュリティのた
めに NFS で Kerberos を使用する) を参照してください。

AWS Nitro System による転送中のデータの暗号化
サポートされている Amazon EC2 インスタンスからアクセスする場合、転送中のデータは、自動的に暗
号化されます。転送中のニトロベースの暗号化をサポートする EC2 インスタンスの詳細については、
「Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Encryption in transit」(転送中の暗号化) を
参照してください。

ニトロベースの暗号化を有効にするには、インスタンスが同じ AWS リージョン であること、なおかつ、
同じ VPC またはピアリングされた VPC 内にある必要があることに留意してください。仮想ネットワーク
デバイスまたはサービス (トランジットゲートウェイなど) を通過するデータは、自動的に暗号化されませ
ん。

次の AWS リージョン で 2022 年 11 月 28 日以降に作成されたファイルシステムでは、転送中のニトロ
ベースの暗号化を使用できます。

• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国東部 (オハイオ)
• 米国西部 (オレゴン)
• 欧州 (アイルランド)

FSx for ONTAP が利用可能な AWS リージョン についての詳細は、「Amazon FSx for NetApp ONTAP 
Pricing」(Amazon FSx for NetApp ONTAP の料金表) を参照してください。

Note

FSx for ONTAP ファイルシステムのパフォーマンスの仕様の詳細については、スループット容量
がパフォーマンスに与える影響 (p. 110) を参照してください。

Amazon FSx for NetApp ONTAP 向けのアイデン
ティティとアクセス管理

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全にコント
ロールするための AWS のサービス です。IAM 管理者は、Amazon FSx リソースを使用するための認証 
(サインイン) および認可(許可を持つ) できるユーザーをコントロールします。IAM は、追加料金なしで使
用できる AWS のサービス です。

トピック
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• 対象者 (p. 164)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 164)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 167)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP が IAM とどのように連携するか (p. 168)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 173)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP アイデンティティとアクセスのための Amazon FSx のトラブル

シューティング (p. 175)
• Amazon FSx でのタグの使用 (p. 176)
• Amazon FSx のサービスリンクロールの使用 (p. 180)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、Amazon FSx で行う作業に応じて異なりま
す。

サービスユーザー - ジョブを実行するために Amazon FSx サービスを使用する場合は、管理者から必要な
アクセス許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Amazon FSx 機能を使用して作業を行うには、
追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者に適切な
許可をリクエストするために役に立ちます。Amazon FSx の機能にアクセスできない場合は、「Amazon 
FSx for NetApp ONTAP アイデンティティとアクセスのための Amazon FSx のトラブルシューティン
グ (p. 175)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の Amazon FSx リソースを担当している場合は、通常、Amazon FSx へのフルアク
セスがあります。サービスユーザーがどの Amazon FSx 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管
理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要
があります。このページの情報を確認し、IAM の基本概念を理解してください。社内で Amazon FSx と 
IAM を併用する方法の詳細については、「Amazon FSx for NetApp ONTAP が IAM とどのように連携する
か (p. 168)」を参照してください。

IAM 管理者 - 管理者は、Amazon FSx へのアクセス権を管理するポリシーの作成方法の詳細について確認
する場合があります。IAM で使用できる Amazon FSx アイデンティティベースのポリシーの例を表示する
には、Amazon FSx for NetApp ONTAP のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 173) を参照してく
ださい。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分でリ
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クエストに署名する方法の詳細については、 「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。
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IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行する許可が必要です。アクション
がポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リファレ
ンス」の「Amazon FSxのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ル です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。
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IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
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Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon FSx for NetApp ONTAP が IAM とどのように
連携するか
IAM を使用して Amazon FSx へのアクセスを管理する前に、Amazon FSx で使用できる IAM 機能につい
て理解しておく必要があります。

Amazon FSx for NetApp ONTAP で使用できる IAM の機能

IAM の機能 Amazon FSx のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 169) はい

リソースベースのポリシー (p. 169) いいえ

ポリシーアクション (p. 169) はい
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IAM の機能 Amazon FSx のサポート

ポリシーリソース (p. 170) はい

ポリシー条件キー (p. 171) はい

ACL (p. 171) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 171) はい

一時的な認証情報 (p. 172) はい

プリンシパル許可 (p. 172) はい

サービスロール (p. 172) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 172) はい

Amazon FSx および AWS のその他のサービスが大部分の IAM 機能とどのように動作するかに関するおお
まかな説明については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してくだ
さい。

Amazon FSx のアイデンティティベースの ポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

Amazon FSx のアイデンティティベースのポリシー例

Amazon FSx のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon FSx for NetApp ONTAP 
のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 173)」を参照してください。

Amazon FSx 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

Amazon FSx のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい
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管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

ポリシーにアクションを含めて、関連するオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与します。

Amazon FSx アクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「Amazon FSx で定義さ
れるアクション」を参照してください。

Amazon FSx のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

fsx

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "fsx:action1", 
      "fsx:action2" 
         ]

Amazon FSx のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon FSx for NetApp ONTAP 
のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 173)」を参照してください。

Amazon FSx のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ワイルド
カード (*) を使用して、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示します。

"Resource": "*"

Amazon FSx リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の
「Amazon FSx for NetApp ONTAP で定義されるリソース」を参照してください。各リソースのARNを指
定できるアクションについては、Amazon FSx で定義されているアクション を参照してください。

Amazon FSx のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon FSx for NetApp ONTAP 
のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 173)」を参照してください。
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Amazon FSx のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

Amazon FSx for NetApp ONTAP での条件キーの一覧については、「サービス認可リファレンス」の
「Condition Keys for Amazon FSx」(Amazon FSx の条件キー) を参照してください。どのアクションおよ
びリソースと条件キーを使用できるかについては、「Amazon FSx で定義されるアクション」を参照して
ください。

Amazon FSx のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon FSx for NetApp ONTAP 
のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 173)」を参照してください。

Amazon FSx アクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

Amazon FSx での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。
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ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon FSx リソースのタグ付けの詳細については、「Amazon FSx リソースのタグ付け (p. 150)」を参
照してください。

リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例を表示するには、「タグを使用した Amazon FSx リソースへのアクセスのコントロール (p. 177)」を
参照してください。

Amazon FSx でのテンポラリ認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM のテンポラリセキュリティ認
証情報」を参照してください。

Amazon FSx のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行する許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必要とす
るかどうかを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「Amazon FSxのアクション、リソース、
および条件キー」を参照してください。

Amazon FSx のサービスロール

サービスロールに対するサポート いいえ

Amazon FSx のサービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい
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サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。サービス
は、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクさ
れたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービス
リンクロールのアクセス許可を表示できますが、編集はできません。

Amazon FSx でのサービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「Amazon FSx の
サービスリンクロールの使用 (p. 180)」を参照してください。

Amazon FSx for NetApp ONTAP のアイデンティティ
ベースのポリシーの例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Amazon FSx リソースを作成または変更するアクセス許可は
ありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS 
API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行
するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに 
IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

Amazon FSx が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細
については、サービス認証リファレンスの「Amazon FSx のアクション、リソース、および条件キー」を
参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 173)
• Amazon FSx コンソールの使用 (p. 174)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 174)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内で誰かが Amazon FSx リソースを作成、アクセス、また
は削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発
生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下の
ガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
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のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Amazon FSx コンソールの使用
Amazon FSx for NetApp ONTAP コンソールにアクセスするには、最小限の許可セットが必要です。アク
セス許可により、AWS アカウント の Amazon FSx リソースの詳細をリストおよび表示できます。最小限
必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエ
ンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーとロールが引き続き Amazon FSx コンソールを使用できるようにするには、エンティティに
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーも添付します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess およびその他の Amazon FSx の AWS マネージドポリ
シー (p. 183) の Amazon FSx マネージドサービスポリシーが表示されます。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
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                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon FSx for NetApp ONTAP アイデンティティと
アクセスのための Amazon FSx のトラブルシューティ
ング
Amazon FSx と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復には、次の情報を利
用してください。

トピック
• Amazon FSx でアクションを実行する認可がありません (p. 175)
• iam:PassRole を実行する権限がありません (p. 175)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon FSx リソースへのアクセスを許可した

い (p. 176)

Amazon FSx でアクションを実行する認可がありません
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な fsx:GetWidget アクセス
許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 fsx:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、fsx:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセスを許可
するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam:PassRole を実行する権限がありません
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon FSx にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡すア
クセス許可が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon FSx でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole
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この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon FSx リソー
スへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリシーまた
はアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへ
のアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• Amazon FSx が機能をサポートしているかどうかを確認するには、「Amazon FSx for NetApp ONTAP 
が IAM とどのように連携するか (p. 168)」を参照してください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon FSx でのタグの使用
タグを使用すると、Amazon FSx リソースへのアクセスをコントロールしたり、属性ベースのアクセスコ
ントロール (ABAC) を実装したりできます。作成中に Amazon FSx リソースにタグを適用するには、ユー
ザーは特定の AWS Identity and Access Management (IAM) 許可を持っている必要があります。

作成中にリソースにタグを付ける許可を付与する
一部のリソース作成 Amazon FSx API アクションでは、リソースの作成時にタグを指定できます。リソー
スタグを使用して、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を実装できます。ABAC の詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「ABAC の目的AWS」を参照してください。

ユーザーがリソースの作成時にタグを付けるには、リソースを作成するアクション 
(fsx:CreateFileSystem、fsx:CreateStorageVirtualMachine や fsx:CreateVolume など) を
使用するためのアクセス許可が必要です。リソース作成アクションでタグが指定されている場合、IAM は
fsx:TagResource アクションに対して追加の認可を実行して、ユーザーがタグを作成する認可を持って
いるかどうかを確認します。そのため、ユーザーには、fsx:TagResource アクションを使用する明示的
なアクセス許可も必要です。

次のポリシー例では、ユーザーがファイルシステムおよびストレージ仮想マシン (SVM) を作成し、特定の 
AWS アカウント での作成時にタグを適用することをユーザーに許可します。

{ 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "fsx:CreateFileSystem", 
         "fsx:CreateStorageVirtualMachine", 
         "fsx:TagResource"        
      ], 
      "Resource": [ 
         "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
         "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*/storage-virtual-machine/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

同様に、次のポリシーでは、ユーザーが特定のファイルシステム上でバックアップを作成し、バックアッ
プ作成時にバックアップにタグを適用することができます。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "fsx:CreateBackup" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/file-system-id*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "fsx:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*" 
    } 
  ]
}

fsx:TagResource アクションは、タグがリソース作成アクション時に適用された場合のみ評価され
ます。したがって、リクエストでタグが指定されていない場合、リソースを作成するアクセス許可を
持つユーザー (タグ付け条件がないと仮定) には、fsx:TagResource アクションを実行するアクセス
許可は必要ありません。ただし、ユーザーがタグ付きリソースを作成しようとした場合、ユーザーが
fsx:TagResource アクションを使用するアクセス許可を持っていない場合はリクエストに失敗します。

Amazon FSx リソースのタグ付けの詳細については、「Amazon FSx リソースのタグ付け (p. 150)」を参
照してください。タグを使用して Amazon FSx リソースへのアクセスコントロールの詳細については、
「タグを使用した Amazon FSx リソースへのアクセスのコントロール (p. 177)」を参照してください。

タグを使用した Amazon FSx リソースへのアクセスのコント
ロール
Amazon FSx とアクションへのアクセスをコントロールするには、タグに基づいて IAM ポリシーを使用で
きます。コントロールは 2 つの方法で可能です。

• それらのリソースのタグに基づいて、Amazon FSx へのアクセスをコントロールできます。
• IAM リクエストの条件でどのタグを渡すかをコントロールできます。

AWS リソースへのアクセスをコントロールするためのタグの使用については、「IAM ユーザーガイド」の
「タグを使用したアクセスのコントロール」を参照してください。作成時の Amazon FSx リソースのタグ
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付けの詳細については、「作成中にリソースにタグを付ける許可を付与する (p. 176)」を参照してくださ
い。リソースのタグ付けの詳細については、「Amazon FSx リソースのタグ付け (p. 150)」を参照してく
ださい

リソースのタグに基づいてアクセスのコントロール

ユーザーまたはロールが Amazon FSx リソースで実行できるアクションをコントロールするには、リソー
スでタグを使用できます。例えば、リソースのタグのキーバリューのペアに基づいて、ファイルシステム
リソースに対する特定の API オペレーションを許可または拒否したい場合があります。

Example ポリシーの例 - 特定のタグが使用されている場合にのみファイルシステムを作成する

このポリシーにより、ユーザーは、特定のタグとキーと値のペア (この例で
は、key=Department、value=Finance) でタグ付けした場合にのみ、ファイルシステムを作成できま
す。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "fsx:CreateFileSystem", 
        "fsx:TagResource" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
        } 
    }
}

Example ポリシーの例 - 特定のタグを持つ Amazon FSx for NetApp ONTAP ボリュームのバック
アップのみを作成します。

このポリシーでは、キーバリューのペア key=Department、value=Finance でタグ付けされた FSx for 
ONTAP ボリュームのバックアップのみを作成できます。バックアップは、タグ Department=Finance
付きで作成されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateBackup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:volume/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:TagResource", 
                "fsx:CreateBackup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
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                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
      
    ]
}

Example ポリシーの例 - 特定のタグを持つバックアップから、特定のタグを持つボリュームを作
成します。

このポリシーによりユーザーは Department=Finance タグが付けられているバックアップから
Department=Finance でタグ付けされたボリュームのみを作成できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateVolumeFromBackup", 
                "fsx:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:volume/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateVolumeFromBackup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Example ポリシーの例 - 特定のタグを持つファイルシステムの削除

このポリシーにより、ユーザーは Department=Finance でタグ付けされたファイルシステムのみを削除
できます。最終バックアップを作成する場合は、それは Department=Finance でタグ付けされる必要が
あります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:DeleteFileSystem" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
            "Condition": { 
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                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Example ポリシーの例 - 特定のタグを持つボリュームの削除

このポリシーにより、ユーザーは Department=Finance でタグ付けされたボリュームのみを削除できま
す。最終バックアップを作成する場合は、Department=Finance でタグ付けする必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:DeleteVolume" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:volume/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon FSx のサービスリンクロールの使用
Amazon FSxは、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロール を使用しま
す。サービスリンクロールは、Amazon FSx に直接リンクされているユニークなタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは Amazon FSx によって事前定義されており、サービスがユーザーに
代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。
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サービスにリンクされたロールを使用すると、必要な許可を手動で追加する必要がないため、Amazon 
FSx のセットアップが簡単になります。サービスリンクロールの許可は Amazon FSx が定義し、特に定
義されない限り、Amazon FSx のみがそのロールを引き受けることができます。定義される許可には信頼
ポリシーと許可ポリシーが含まれ、その許可ポリシーを他のIAM エンティティに添付することはできませ
ん。

サービスリンクロールを削除するには、まずその関連リソースを削除しなければなりません。これは、リ
ソースにアクセスするための許可を不用意に削除できないため、Amazon FSx リソースを保護できます。

サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、IAM と連携すAWS るサービス を参照
し、サービスリンクロール 列で はい のあるサービスを探してください。サービスリンクロールに関する
ドキュメントをサービスで表示するには、リンク付きの「はい」を選択します。

Amazon FSx のサービスリンクロール許可
Amazon FSx では AWSServiceRoleForAmazonFSx という名前のサービスにリンクされたロールを使用し
ます。これは、VPC 内のファイルシステム用の Elastic Network Interface の作成など、アカウント内で特
定のアクションを実行します。

ロールのアクセス許可ポリシーにより、Amazon FSx にすべての適応する AWS リソースに対して以下の
アクションを完了することを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [                 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "ds:AuthorizeApplication",   
                "ds:GetAuthorizedApplicationDetails", 
                "ds:UnauthorizeApplication",                  
                "ec2:CreateNetworkInterface",   
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",    
                "ec2:DeleteNetworkInterface",  
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups",  
                "ec2:DescribeSubnets",  
                "ec2:DescribeVPCs", 
                "ec2:DisassociateAddress",                 
                "route53:AssociateVPCWithHostedZone" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        {             
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": "AmazonFSx.FileSystemId" 
                } 
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            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        {             
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateRoute", 
                "ec2:ReplaceRoute", 
                "ec2:DeleteRoute" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [                 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [                 
                "firehose:DescribeDeliveryStream", 
                "firehose:PutRecord", 
                "firehose:PutRecordBatch" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*" 
        } 
    ]
}

サービスリンクロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許
可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Service-
Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してください。

Amazon FSx のサービスリンクロールの作成
サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、IAM CLI、また
は IAM API でファイルシステムを作成すると、Amazon FSx がサービスにリンクされたロールを作成しま
す。
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Important

このサービスリンクロールは、このロールでサポートされている機能を使用する別のサービスで
アクションが完了した場合にアカウントに表示されます。詳細については、「IAM アカウントに
表示される新しいロール」を参照してください。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ手順でアカウントに
ロールを再作成できます。サービスリンクロールは、ファイルシステムの作成時に Amazon FSx で自動的
に再作成されます。

Amazon FSx のサービスにリンクされたロールの編集
Amazon FSx では、AWSServiceRoleForAmazonFSx サービスリンクロールを編集できません。サービス
リンクロールの作成後は、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名
を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照してください。

Amazon FSx のサービスリンクロールの削除
サービスにリンクされたロールを必要とする機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを
削除することをお勧めします。これにより、積極的にモニタリングまたは保守されない未使用のエンティ
ティを排除できます。ただし、サービスにリンクされたロールを手動で削除する前に、すべての ファイル
システムおよびバックアップを削除する必要があります。

Note

リソースを削除しようとしたときに Amazon FSx サービスがロールを使用している場合は、削除
が失敗する可能性があります。その場合は、数分待ってからオペレーションを再試行してくださ
い。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用して、AWSServiceRoleForAmazonFSx サービスにリ
ンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされた
ロールの削除」を参照してください。

Amazon FSx サービスリンクロールがサポートされるリージョン
Amazon FSx は、サービスが利用可能なすべてのリージョンでサービスにリンクされたロールの使用をサ
ポートします。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。

Amazon FSx の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
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れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「ジョブ機能の AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: 
AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
IAM エンティティには AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess を添付できません。このポリ
シーはサービスにリンクされ、そのサービス用のサービスにリンクされたロールでのみ使用されます。
このポリシーを添付、デタッチ、変更、または削除することはできません。詳細については、「Amazon 
FSx のサービスリンクロールの使用 (p. 180)」を参照してください。

このポリシーは、Amazon FSx for Lustre によって Amazon FSx でのみ使用する Simple Storage Service 
(Amazon S3) アクセスのサービスリンクロールを削除できるようにする管理者許可を付与します。

許可の詳細

このポリシーには、Amazon FSx が Simple Storage Service (Amazon S3) アクセスの FSx サービスリンク
ロールの削除ステータスを表示、削除、および表示できる iam での許可が含まれます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
                "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus", 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AmazonFSxFullAccess
IAM エンティティに AmazonFSxFullAccess を添付できます。また、このポリシーはユーザーに代わって
アクションを実行できることを Amazon FSx に許可するためのサービスロールにも添付されます。

Amazon FSx へのフルアクセスと、関連する AWS サービスへのアクセスを提供します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• fsx - プリンシパルにすべての Amazon FSx アクションを実行するためのフルアクセスを許可します。
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• ds - プリンシパルに、AWS Directory Service ディレクトリに関する情報の表示を許可します。
• iam - プリンシパルに、ユーザーに代わって Amazon FSx サービスにリンクされたロールを作成するこ

とを許可します。これは必須なため、Amazon FSx はユーザーに代わって AWS リソースを管理できま
す。

• logs - プリンシパルに、ロググループ、ログストリームの作成、ログストリームへのイベントの書き
込みを許可します。これは、ユーザーが CloudWatch Logs に監査アクセスログを送信して、FSx for 
Windows File Server のファイルシステムアクセスをモニタリングできるようにするために必要です。

• firehose - プリンシパルに Amazon Kinesis Data Firehose へのレコード書き込みを許可します。これ
は、ユーザーが Kinesis Data Firehose に監査アクセスログを送信して、FSx for Windows File Server の
ファイルシステムアクセスをモニタリングできるようにするために必要です。

• ec2 - プリンシパルが指定した条件下でタグを作成できるようにします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "fsx:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*:log-group:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "firehose:PutRecord" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx" 
                }, 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": ["fsx.amazonaws.com"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS マネージドマネージドポリシー: 
AmazonFSxConsoleFullAccess
AmazonFSxConsoleFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは、Amazon FSx へのフルアクセス許可および AWS Management Console 経由での AWS 
に関連するサービスへのアクセスを許可する管理者許可を付与します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• fsx - プリンシパルが Amazon FSx 管理コンソールですべてのアクションを実行できるようにします。
• cloudwatch ‒ プリンシパルが、Amazon FSx マネジメントコンソールで CloudWatch Alarms およびメ

トリクスを表示できるようにします。
• ds - プリンシパルが、AWS Directory Service ディレクトリに関する情報を一覧表示できるようにしま

す。
• ec2 - プリンシパルが、ルートテーブルにタグを作成し、ネットワークインターフェイス、ルートテー

ブル、セキュリティグループ、サブネット、および Amazon FSx ファイルシステムに関連付けられた 
VPC を一覧表示できるようにします。

• kms - プリンシパルに AWS Key Management Service キーのエイリアスを一覧表示できるようにしま
す。

• s3 - プリンシパルが、Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内のオブジェクトの一部またはす
べてを一覧表示できるようにします (最大 1000)。

• iam - Amazon FSx がユーザーに代わってアクションを実行できるようにするサービスリンクロールを
作成する許可を付与します。　　　　 

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 

186



FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド
AmazonFSxConsoleFullAccess

        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "firehose:ListDeliveryStreams", 
                "fsx:*", 
                "kms:ListAliases", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx" 
                }, 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": ["fsx.amazonaws.com"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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AWS マネージドポリシー: 
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは Amazon FSx および関連 AWS サービスへの読み取り専用のアクセス許可を付与し、ユー
ザーが AWS Management Console のサービスに関する情報を表示できるようにします。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• fsx - プリンシパルが Amazon FSx マネジメントコンソールで、すべてのタグを含む Amazon FSx ファ
イルシステムに関する情報を表示できるようにします。

• cloudwatch ‒ プリンシパルが、Amazon FSx マネジメントコンソールで CloudWatch Alarms およびメ
トリクスを表示できるようにします。

• ds - プリンシパルが、AWS Directory Service Amazon FSx マネジメントコンソール内のディレクトリに
関する情報を表示できるようにします。

• ec2 - Amazon FSx マネジメントコンソールで、プリンシパルが Amazon FSx ファイルシステムに関連
付けられている、ネットワークインターフェイス、セキュリティグループ、サブネット、および VPC を
表示できるようにします。

• kms - プリンシパルが AWS Key Management Service Amazon FSx マネジメントコンソールのキーのエ
イリアスを表示できるようにします。

• log - プリンシパルが、リクエストを行うアカウントに関連付けられた Amazon CloudWatch Logs ログ
グループを記述できるようにします。これは、プリンシパルが FSx for Windows File Server ファイルシ
ステムの既存のファイルアクセス監査の設定を表示できるために必要です。

• firehose - プリンシパルが、リクエストを行うアカウントに関連付けられた Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームを記述できるようにします。これは、プリンシパルが FSx for Windows File 
Server ファイルシステムの既存のファイルアクセス監査の設定を表示できるために必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "firehose:ListDeliveryStreams", 
                "fsx:Describe*", 
                "fsx:ListTagsForResource", 
                "kms:DescribeKey", 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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AWS マネージドポリシー: 
AmazonFSxReadOnlyAccess
AmazonFSxReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは、Amazon FSxへの読み取り専用アクセスを許可する管理者許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:Describe*", 
                "fsx:ListTagsForResource" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon FSx の AWS マネージドポリシーへの更新
このサービスが変更の追跡を開始してからの、Amazon FSx の AWS マネージドポリシーの更新に関する
詳細を表示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、Amazon FSx Amazon FSx for 
NetApp ONTAP のドキュメント履歴 (p. 243) ページの RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess (p. 188)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステム用の強化されたパフォー
マンスメトリクスと推奨アク
ションをユーザーが Amazon 
FSx コンソールで表示できるよ
うに、新しいアクセス許可を追
加しました。

2022 年 9 月 21 日

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 186)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステム用の強化されたパフォー
マンスメトリクスと推奨アク
ションをユーザーが Amazon 
FSx コンソールで表示できるよ
うに、新しいアクセス許可を追
加しました。

2022 年 9 月 21 日

AmazonFSxReadOnlyAccess (p. 189)
- トラッキングポリシーをスター
トしました

このポリシーにより、すべての 
Amazon FSx のリソースと、そ
れらに関連付けられたすべての
タグへの読み取り専用アクセス
を許可します。

2022 年 2 月 4 日

AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess (p. 184)
- トラッキングポリシーをスター
トしました

このポリシーは、Amazon FSx 
が Simple Storage Service 
(Amazon S3) アクセスのサービ

2022 年 1 月 7 日
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変更 説明 日付
スにリンクされたロールを削除
することを許可する管理者許可
を付与します。

AmazonFSxServiceRolePolicy (p. 181)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシス
テムのネットワーク設定を管理
できるように、新しいアクセス
許可を追加しました。

2021 年 9 月 2 日

AmazonFSxFullAccess (p. 184)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
がスコープダウン呼び出し用の 
EC2 ルートテーブルにタグを作
成できるように、新しいアクセ
ス許可を追加しました。

2021 年 9 月 2 日

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 186)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
が Amazon FSx for NetApp 
ONTAP マルチ AZ を作成できる
ように、新しいアクセス許可を
追加しました。

2021 年 9 月 2 日

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 186)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
がスコープダウン呼び出し用の 
EC2 ルートテーブルにタグを作
成できるように、新しいアクセ
ス許可を追加しました。

2021 年 9 月 2 日

AmazonFSxServiceRolePolicy (p. 181)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
が CloudWatch Logs ログスト
リームを記述および書き込むこ
とを許可にする新しいパーミッ
ションを追加しました。

これは、ユーザーが CloudWatch 
Logs を使用して FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステムのファイルアクセス監査
ログを表示できるようにするた
めに必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxServiceRolePolicy (p. 181)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon 
FSx が Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームを記述
および書き込みできるようにす
る新しいアクセス許可を追加し
ました。

これは、ユーザーが Amazon 
Kinesis Data Firehose を使用し
て FSx for Windows File Server 
ファイルシステムのファイルア
クセス監査ログを表示できるよ
うにするために必要です。

2021 年 6 月 8 日
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変更 説明 日付

AmazonFSxFullAccess (p. 184)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx では、プリンシパ
ルが CloudWatch Logs ログのロ
ググループ、ログストリーミン
グ、およびログストリームへの
イベントの書き込みを記述およ
び作成できる新しいアクセス許
可が追加されました。

これは、プリンシパルが 
CloudWatch Logs を使用して 
FSx for Windows File Server ファ
イルシステムのファイルアクセ
ス監査ログを表示できるように
するために必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxFullAccess (p. 184)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシ
パルが Amazon Kinesis Data 
Firehose にレコードを記述およ
び書き込むことを許可する新し
い許可を追加しました。

これは、ユーザーが Amazon 
Kinesis Data Firehose を使用し
て FSx for Windows File Server 
ファイルシステムのファイルア
クセス監査ログを表示できるよ
うにするために必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 186)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシパ
ルがリクエストを行うアカウ
ントに関連付けられた Amazon 
CloudWatch Logs ロググループ
を記述できるように、新しいア
クセス許可を追加しました。

これは、FSx for Windows File 
Server ファイルシステムのファ
イルアクセス監査を設定すると
きに、プリンシパルが既存の 
CloudWatch Logs ロググループ
を選択できるために必要です。

2021 年 6 月 8 日
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変更 説明 日付

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 186)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシパ
ルがリクエストを行うアカウ
ントに関連付けられた Amazon 
Kinesis Data Firehose 配信スト
リームを記述できるように、新
しいアクセス許可を追加しまし
た。

これは、FSx for Windows File 
Server ファイルシステムのファ
イルアクセス監査を設定する
際に、プリンシパルが既存の 
Kinesis Data Firehose 配信スト
リームを選択できるようにする
ために必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess (p. 188)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシパ
ルがリクエストを行うアカウ
ントに関連付けられた Amazon 
CloudWatch Logs ロググループ
を記述できるように、新しいア
クセス許可を追加しました。

これは、プリンシパルが FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステムの既存のファイルアクセ
ス監査の設定を表示できるため
に必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess (p. 188)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシパ
ルがリクエストを行うアカウ
ントに関連付けられた Amazon 
Kinesis Data Firehose 配信スト
リームを記述できるように、新
しいアクセス許可を追加しまし
た。

これは、プリンシパルが FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステムの既存のファイルアクセ
ス監査の設定を表示できるため
に必要です。

2021 年 6 月 8 日

Amazon FSx が変更の追跡をス
タートしました

Amazon FSx が AWS マネージド
ポリシーの変更の追跡をスター
トしました。

2021 年 6 月 8 日

Amazon VPC によるファイルシステムアクセスコ
ントロール

Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムおよび SVM にアクセスするには、アクセスタイプに
よって、そのエンドポイントの DNS 名または IP アドレスを使用します。DNS 名は、VPC 内のファイル
システムまたは SVM の Elastic Network Interface プライベート IP アドレスにマッピングされます。関連
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付けられた VPC 内のリソース、または AWS Direct Connect や関連付けられた VPC に接続されているリ
ソースのみが、NFS、SMB、または iSCSI プロトコル経由でファイルシステム内のデータにアクセスでき
ます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Amazon VPC とは」を参照してください。

Warning

ファイルシステムに関連付けられている Elastic Network Interface を変更または削除してはいけま
せん。このネットワークインターフェイスを変更または削除すると、VPC とファイルシステムと
の間の接続が完全に失われる可能性があります。

Amazon VPC セキュリティグループ
セキュリティグループは、FSx for ONTAP ファイルシステムの仮想ファイアウォールとして機能し、受信
トラフィックと送信トラフィックをコントロールします。インバウンドルールはファイルシステムへの受
信トラフィックをコントロールし、アウトバウンドルールはファイルシステムからの送信トラフィックを
コントロールします。ファイルシステムを作成するときは、作成する VPC を指定するとその VPC のデ
フォルトのセキュリティグループが適用されます。各セキュリティグループに対してルールを追加し、関
連付けられたファイルシステムおよび SVM に対するトラフィックを許可できます。セキュリティグルー
プのルールはいつでも変更できます。新規または変更したルールは、セキュリティグループに関連付けら
れたすべてのリソースに自動的に適用されます。Amazon FSx は、トラフィックがリソースに到達するこ
とを許可するかどうか判断する際に、リソースに関連付けられているすべてのセキュリティグループのす
べてのルールを評価します。

セキュリティグループを使用して Amazon FSx ファイルシステムへのアクセスをコントロールするに
は、インバウンドとアウトバウンドのルールを追加します。インバウンドルールは受信トラフィックを
コントロールし、アウトバウンドルールはファイルシステムからの送信トラフィックをコントロールしま
す。Amazon FSx ファイルシステムのファイル共有を、サポートされているコンピュートインスタンス上
のフォルダーにマッピングするため、適切なネットワークトラフィックルールがセキュリティグループに
あることを確認します。

セキュリティグループの詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「セ
キュリティグループルール」を参照してください。

VPC セキュリティグループを作成する
Amazon FSx のセキュリティグループを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/ec2 で Amazon EC2 コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Security Groups]] (セキュリティグループセキュリティグループ) を選択し

ます。
3. [Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。
4. セキュリティグループの名前と説明を指定します。
5. VPC で、ファイルシステムに関連付けられている Amazon VPC を選択して、その VPC 内にセキュリ

ティグループを作成します。
6. アウトバウンドルールについて、すべてのポート上のすべてのトラフィックを許可します。
7. セキュリティグループの着信ポートに次のルールを追加します。出典 フィールドでは [Custom] (カス

タム) を選択し、FSx for ONTAP ファイルシステムにアクセスする必要があるインスタンスに関連付
けられているセキュリティグループまたは IP アドレス範囲を入力する必要があります。これには、次
のものが含まれます。

• NFS、SMB、または iSCSI 経由でファイルシステム内のデータにアクセスする 
Linux、Windows、macOS クライアント。

• ファイルシステムにピアリングする ONTAP ファイルシステム / クラスター 
(SnapMirror、SnapVault、FlexCache など)。

• ONTAP REST API、CLI、または ZAPI にアクセスするために使用するすべてのクライアント (例え
ば、Harvest / Grafana インスタンス、NetApp Connector、または NetApp BlueXP)。
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プロトコル ポート ロール

すべての ICMP すべて インスタンスへの ping を実行する

SSH 22 クラスター管理 LIF またはノード管理 LIF の IP アドレス
への SSH アクセス

TCP 111 NFS のリモートプロシージャコール

TCP 135 CIFS のリモートプロシージャコール

TCP 139 CIFS 用の NetBIOS サービスセッション

TCP 161-162 SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル)

TCP 443 ONTAP REST API は、クラスター管理 LIF または SVM 管
理 LIF の IP アドレスにアクセスします

TCP 445 NetBIOS フレーミングを使用した Microsoft SMB / CIFS 
over TCP

TCP 635 NFS マウント

TCP 749 Kerberos

TCP 2049 NFS サーバーデーモン

TCP 3260 iSCSI データ LIF 経由の iSCSI アクセス

TCP 4045 NFS ロックデーモン

TCP 4046 NFS のネットワークステータスモニタリング

TCP 10000 ネットワークデータ管理プロトコル (NDMP) および 
NetApp SnapMirror クラスター間通信

TCP 11104 NetApp SnapMirror のクラスター間通信の管理

TCP 11105 クラスター間 LIF を使用した SnapMirror データ転送

UDP 111 NFS のリモートプロシージャコール

UDP 135 CIFS のリモートプロシージャコール

UDP 137 CIFS の NetBIOS 名解像度

UDP 139 CIFS 用の NetBIOS サービスセッション

UDP 161-162 SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル)

UDP 635 NFS マウント

UDP 2049 NFS サーバーデーモン

UDP 4045 NFS ロックデーモン

UDP 4046 NFS のネットワークステータスモニタリング

UDP 4049 NFS クォータプロトコル

194



FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド
コンプライアンス検証

ファイルシステムへのアクセスを許可しない

すべてのクライアントからファイルシステムへのネットワークアクセスを一時的に無効にするには、ファ
イルシステムの Elastic Network Interface (複数も可) に関連付けられているすべてのセキュリティグループ
を削除し、インバウンド / アウトバウンドルールを持たないグループに置き換えます。

Amazon FSx for NetApp ONTAP のコンプライアン
ス検証

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

Amazon FSx for NetApp ONTAP とインターフェイ
ス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように Amazon FSx を設定することで、VPC のセ
キュリティ体制を強化できます。インターフェイス VPC エンドポイントは、インターネットゲートウェ
イ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要とせずに Amazon FSx API に
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エンドポイントに関する考慮事項

プライベートにアクセスできるテクノロジー、AWS PrivateLink を利用しています。VPC のインスタンス
は、パブリック IP アドレスがなくても Amazon FSx API と通信できます。VPC と Amazon FSx 間のトラ
フィックは、AWS ネットワークを離れません。

各インターフェイス VPC エンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によっ
て表されます。ネットワークインターフェイスは、Amazon FSx API へのトラフィックのエントリポイン
トとなるプライベート IP アドレスを提供します。

Amazon FSx インターフェイス VPC エンドポイント
に関する考慮事項
Amazon FSx のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、「Amazon VPC ユーザーガイ
ド」の「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限」を確認してください。

VPC から任意の Amazon FSx API オペレーションを呼び出すことができます。例えば、VPC 内で 
CreateFileSystem API を呼び出すことで、FSx for ONTAP ファイルシステムを作成することができま
す。Amazon FSx API の詳細なリストについては、「Amazon FSx API Reference」(Amazon FSx API リ
ファレンス) の「Actions」(アクション) を参照してください。

VPC ピアリングに関する考慮事項
他の VPC には、インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、VPC ピアリングによって接続できま
す。VPC ピアリングは、2 つの VPC 間のネットワーク接続です。自分が所有者である 2 つの VPC 間や、
他の AWS アカウント アカウント内の VPC との間で、VPC ピアリング接続を確立できます。VPC は 2 つ
の異なる AWS リージョン の間でも使用できます。

ピア接続された VPC 間のトラフィックは AWS ネットワーク上に留まり、パブリックインターネットを
経由しません。VPC がピア接続されると、双方の VPC にある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスは、いずれかの VPC で作成されたインターフェイス VPC エンドポイントを介して 
Amazon FSx にアクセスできます。

Amazon FSx API 用のインターフェイス VPC エンド
ポイントの作成
Amazon FSx API 用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) で作成できます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Creating 
an interface VPC endpoint」 (インターフェイス VPC エンドポイントの作成) を参照してください。

Amazon FSx のインターフェイス VPC エンドポイントを作成するには、次のいずれかを使用します。

• com.amazonaws.region.fsx – Amazon FSx API オペレーションのエンドポイントを作成します。
• com.amazonaws.region.fsx-fips — 連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2 に準拠した Amazon FSx API 

のエンドポイントを作成します。

オプションとしてプライベート DNS を使用するには、VPC の enableDnsHostnames および
enableDnsSupport 属性を設定する必要があります。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイ
ド」の「VPC の DNS 属性の表示と更新」を参照してください。

中国の AWS リージョン を除き、エンドポイントでプライベート DNS を有効にすると、AWS リー
ジョン のデフォルト DNS 名 (fsx.us-east-1.amazonaws.com など) を使用して、VPC エンドポ
イントで Amazon FSx に API リクエストを行うことができます。中国 (北京) および 中国 (寧夏) AWS 
リージョン の場合、それぞれ fsx-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn および fsx-api.cn-
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northwest-1.amazonaws.com.cn を使用して VPC エンドポイントで API リクエストを行うことがで
きます。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Accessing a service through an interface VPC 
endpoint」 (インターフェイス VPC エンドポイントを介したサービスへのアクセス) を参照してくださ
い。

Amazon FSx 用の VPC エンドポイントポリシーの作
成
Amazon FSx API へのアクセスを制御するために VPC エンドポイントに AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーをアタッチできます。本ポリシーでは、以下を規定します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。

Amazon FSx for NetApp ONTAP のレジリエンス
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている物理的に独立・隔離された複数のアベイラビリティーゾーンがあります。アベ
イラビリティーゾーンを使用すると、中断することなくゾーン間で自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用できます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または
複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性が高く、フォールトトレラントで、スケーラブ
ルです。

AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

Amazon FSx では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップの
ニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

バックアップと復元
Amazon FSx は、Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムに、ボリュームの自動バックアップ
を作成して保存します。Amazon FSx は、Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムのバック
アップ期間中に、ボリュームの自動バックアップを作成します。Amazon FSx は、指定したバックアップ
保持期間に従ってボリュームの自動バックアップを保存します。また、ユーザー主導のバックアップを作
成することにより、手動でボリュームをバックアップすることもできます。ボリュームバックアップは、
出典として指定されたバックアップを使用して新しいボリュームを作成することで、いつでも復元できま
す。

詳細については、「バックアップの使用 (p. 87)」を参照してください。

スナップショット
Amazon FSx は、Amazon FSx for NetApp ONTAP ボリュームのスナップショットコピーを作成します。
スナップショットコピーは、エンドユーザーによるボリューム内のファイルの誤った削除や変更に対する
保護を提供します。詳細については、「スナップショットの使用 (p. 92)」を参照してください。
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アベイラビリティーゾーン
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、サーバーに障害が発生した場合でも、データに継
続的な可用性を提供するように設計されています。各ファイルシステムでは 2 つのファイルサーバーが使
用され、それぞれに 1 つ以上のアベイラビリティーゾーンと独自のストレージがあります。Amazon FSx 
は、データを自動的にレプリケーションして、コンポーネントの障害からデータを保護し、ハードウェア
障害を継続的にモニタリングし、障害が発生した場合にインフラストラクチャコンポーネントを自動的に
置き換えます。ファイルシステムは必要に応じて自動的にフェイルオーバーして戻し (通常 60 秒以内)、ク
ライアントは自動的にファイルシステムにフェイルオーバーして戻します。

マルチ AZ ファイルシステム
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、AWS アベイラビリティーゾーン全体で高い可用性
と耐久性を備え、アベイラビリティーゾーンが利用できない場合でも、データに継続的な可用性を提供す
るように設計されています。

詳細については、「可用性と耐久性 (p. 51)」を参照してください。

シングル AZ ファイルシステム
Amazon FSx for NetApp ONTAP は、単一の AWS アベイラビリティーゾーンで高い可用性と耐久性を備
え、個別のファイルサーバーまたはディスクに障害が発生した場合でも、そのアベイラビリティーゾーン
内で継続的に可用性を提供するように設計されています。

詳細については、「可用性と耐久性 (p. 51)」を参照してください。

Amazon FSx for NetApp ONTAP のインフラストラ
クチャセキュリティ

マネージドサービスである Amazon FSx for NetApp ONTAP は、ホワイトペーパー「Amazon ウェブサー
ビス: セキュリティプロセスの概要」に記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順
で保護されています。

ネットワーク経由で Amazon FSx にアクセスするには、AWS が発行した API コールを使用します。ク
ライアントは、Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降をサポートする必要があります。TLS 1.2 以降が
推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

FSx for ONTAP で NetApp ONTAP Vscan を使用す
る

NetApp ONTAP の Vscan 機能を使用して、サポートされているサードパーティのウイルス対策ソフト
ウェアを実行できます。詳細については、サポートされているソリューション別に提供されている下記の 
NetApp Technical Report を参照してください。
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• McAfee – 「Antivirus Solution Guide for Clustered Data ONTAP: McAfee」(Clustered Data ONTAP のウ
イルス対策ソリューション: McAfee)

• Symantec – 「Antivirus Solution Guide for Clustered Data ONTAP: Symantec」(Clustered Data ONTAP 
のウイルス対策ソリューション: Symantec)

• Trend Micro – 「Antivirus Solution Guide for Clustered Data ONTAP: Trend Micro」(Clustered Data 
ONTAP のウイルス対策ソリューション: Trend Micro)
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Amazon FSx for NetApp ONTAP への
移行

以下のセクションでは、既存の NetApp ONTAP ファイルシステムを Amazon FSx for NetApp ONTAP に
移行する方法について説明します。

Note

All 階層化ポリシーを使用してデータをキャパシティプール層に移行することを計画している
場合、ファイルメタデータは常に SSD 層に格納され、すべての新しいユーザーデータは最初に 
SSD 層に書き込まれることに注意してください。データが SSD 層に書き込まれると、バックグ
ラウンド階層化プロセスはキャパシティプールストレージへのデータの階層化を開始しますが、
階層化プロセスは即時ではなく、ネットワークリソースを消費します。キャパシティプールスト
レージに階層化する前に、ユーザーデータのバッファとしてファイルメタデータ (ユーザーデータ
サイズの 3～7%) を考慮して SSD 階層のサイズを設定する必要があります。SSD 層の使用率が 
80% を超えないようにすることをお勧めします。
データの移行中は、CloudWatch ファイルシステムメトリクス (p. 211)を使用して SSD 層をモ
ニタリングし、階層化プロセスがキャパシティプールストレージにデータを移行できる速度より
も早く SSD がいっぱいにならないようにしてください。

トピック
• NetApp SnapMirror を使用した FSx for ONTAP への移行 (p. 200)
• AWS DataSync を使用した FSx for ONTAP への移行 (p. 207)

NetApp SnapMirror を使用した FSx for ONTAP へ
の移行

NetApp ONTAP ファイルシステムは、ネットアップの SnapMirror を使用して Amazon FSx for NetApp 
ONTAP に移行できます。

NetApp SnapMirror は、2 つの ONTAP ファイルシステム間でブロックレベルのレプリケーションを使用
し、指定された出典ボリュームからデスティネーションボリュームにデータをレプリケーションします。
オンプレミス NetApp ONTAP ファイルシステムを FSx for ONTAP に移行するには、SnapMirror を使用す
ることをお勧めします。NetApp SnapMirror のブロックレベルレプリケーションは、次のようなファイル
システムでも迅速かつ効率的です。

• 複雑なディレクトリ構造
• 5000 万件を超えるファイル
• 非常に小さいファイルサイズ (キロバイト単位)

SnapMirror を使用して FSx for ONTAP に移行すると、重複除外および圧縮されたデータはそれらの状
態にとどまるため、転送時間が短縮され、移行に必要な帯域幅が削減されます。ONTAP ボリューム出
典に存在するスナップショットは、移行先ボリュームに移行しても保持されます。オンプレミス NetApp 
ONTAP ファイルシステムを FSx for ONTAP に移行するには、次の高レベルのタスクが含まれます。

1. Amazon FSx で宛先ボリュームを作成します。
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2. 移行元と移行先の論理インターフェース (LIF) を収集します。
3. 移行元と移行先のファイルシステム間でクラスターピアリングを確立します。
4. SVM ピアリング関係を作成します。
5. SnapMirror 関係を作成します。
6. 更新された宛先クラスターを維持します。
7. FSx for ONTAP ファイルシステムにカットオーバーします。

次の図表は、このセクションで説明する移行シナリオを示しています。

トピック
• 始める前に (p. 201)
• 宛先ボリュームの作成 (p. 202)
• 出典と宛先のクラスター間 LIF をレコードします (p. 203)
• 出典と宛先の間でクラスターピアリングを確立する (p. 203)
• SVM ピアリング関係を作成する (p. 204)
• SnapMirror 関係を作成する (p. 205)
• FSx for ONTAP ファイルシステムへのデータの転送 (p. 205)
• Amazon FSx にカットオーバー (p. 205)

始める前に
以下のセクションで説明する手順を使用する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してくださ
い。

• FSx for ONTAP は、データ階層化、ストレージ効率、バックアップなどのバックグラウンドタスクより
もクライアントトラフィックを優先します。データを移行するときは、一般的なベストプラクティスと
して、SSD 層のキャパシティをモニタリングして、使用率が 80% を超えないようにすることをお勧め
します。CloudWatch ファイルシステムメトリクス (p. 211)を使用して、SSD 層の使用率をモニタリン
グできます。詳細については、「ボリュームメトリクス (p. 214)」を参照してください。

• データ移行時に移行先ボリュームのデータ階層化ポリシーを All に設定すると、すべてのファイルメタ
データはプライマリ SSD ストレージ層に保存されます。ファイルメタデータは、ボリュームのデータ
階層化ポリシーに関係なく、常に SSD ベースのプライマリ層に保存されます。プライマリ層とキャパシ
ティプール層のストレージ容量の比率を 1:10 と仮定することをお勧めします。
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• 出典ファイルシステムと宛先ファイルシステムは同じVPCに接続されているか、Amazon VPCピアリン
グ、トランジットゲートウェイ、AWS Direct Connect、または AWS VPN を使用してピアリングされて
いるネットワークにあります。詳細については、AWS 内からデータにアクセスする (p. 17) と [Amazon 
VPC Peering Guide] (Amazon VPC ピアリングガイド) の What is VPC peering? (VPC ピアリング機能と
は) を参照してください。

• FSx for ONTAP ファイルシステムの VPC セキュリティグループには、ポート 11104 と 11105 で ICMP 
と TCP を許可するインバウンドルールとアウトバウンドルールがあります。

• SnapMirror データ保護関係を作成する前に、移行元ボリュームと移行先ボリュームで互換性のある 
NetApp ONTAP バージョンが実行されていることを確認します。詳細については、NetApp の ONTAP 
ユーザードキュメントの「SnapMirror 関係に対応した ONTAP バージョン」を参照してください。ここ
に示された手順では、移行元にオンプレミス NetApp ONTAP ファイルシステムを使用します。

• オンプレミス (移行元) NetApp ONTAP ファイルシステムには SnapMirror ライセンスが含まれていま
す。

• SVM を使用して ONTAP ファイルシステムの宛先 FSx を作成しましたが、宛先ボリュームを作成して
いません。詳細については、「FSx for ONTAP ファイルシステムの作成 (p. 115)」を参照してくださ
い。

手順のコマンドは、次のクラスター、SVM、およびボリュームエイリアスを使用します。

• FSx-Dest - 宛先 (FSx) クラスターの ID (FSxIdabcdef1234567890a の形式)。
• OnPrem-Source - 出典クラスターの ID。
• DestSVM - 宛先 SVM 名。
• SourceSVM - 出典 SVM 名。
• 出典ボリューム名と宛先ボリューム名はどちらも vol1 です。

Note

FSx for ONTAP ファイルシステムは、すべての ONTAP CLI コマンドでクラスターと呼ばれま
す。

このセクションの手順では、次の NetApp ONTAP CLI コマンドを使用します。

• [volume create] (ボリュームの作成) コマンド
• [cluster] (クラスター) コマンド
• [vserver peer] (vserver ピア) コマンド
• [snapmirror] (スナップミラー) コマンド

NetApp ONTAP CLI を使用して、FSx for ONTAP ファイルシステムで SnapMirror 設定を作成および管理
します。詳細については、「NetApp ONTAP CLI を使用する (p. 154)」を参照してください。

宛先ボリュームの作成
NetApp ONTAP CLI および REST API に加えて、Amazon FSx コンソール、AWS CLI、および Amazon 
FSx API を使用して、データ保護 (DP) 宛先ボリュームを作成できます。Amazon FSx コンソールと AWS 
CLI を使用してターゲットボリュームを作成する方法の詳細については、ボリュームの作成 (p. 130) を参
照してください。

次の手順では、NetApp ONTAP CLI を使用して FSx for ONTAP ファイルシステム上に宛先ボリュームを
作成します。fsxadmin パスワードと、ファイルシステムの管理ポートの IP アドレスまたは DNS 名が必
要です。

1. ユーザー fsxadmin およびファイルシステムを作成したときに設定したパスワードを使用し、宛先
ファイルシステムとの SSH セッションを確立します。

202

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/data-protection/compatible-ontap-versions-snapmirror-concept.html#snapmirror-dr-relationships
https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr-9101/volume__create.html
https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr-9101/TOC__cluster.html
https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr-9101/TOC__vserver__peer.html
https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr-9101/TOC__snapmirror.html


FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド
出典と宛先のクラスター間 LIF をレコードします

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

2. 移行元ボリュームのストレージ容量と少なくとも等しいストレージ容量を持つボリュームを移行先ク
ラスター上に作成します。-type DP を使用して、SnapMirror リレーションシップの宛先として指定
します。

データ階層化を使用する予定の場合は、-tiering-policy を all に設定することをお勧めしま
す。これにより、データがすぐに容量プールストレージに転送され、SSD 階層の容量不足が防止され
ます。移行後、-tiering-policy を auto に切り替えることができます。

Note

ファイルメタデータは、ボリュームのデータ階層化ポリシーに関係なく、常に SSD ベースの
プライマリ層に保存されます。

FSx-Dest::> vol create -vserver fsx -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 1g -type DP -
tiering-policy all

出典と宛先のクラスター間 LIF をレコードします
SnapMirror は、それぞれ一意の IP アドレスを持つクラスタ間論理的なインターフェイス (LIF) を使用し
て、送信元クラスターと宛先クラスター間のデータ転送を容易にします。

1. ONTAP ファイルシステムのデスティネーション FSx については、ファイルシステムの詳細ページ
の [Administration] (管理) タブを表示させることによって、Amazon FSx コンソールから [Inter-cluster 
endpoint - IP addresses] (クラスタ間エンドポイント - IP アドレス) を取得できます。

2. 出典 NetApp ONTAP クラスターの場合は、ONTAP CLI を使用してクラスター間 LIF IP アドレスを取
得します。次のコマンドを実行します。

OnPrem-Source::> network interface show -role intercluster
    
Logical                          Network   
Vserver     Interface  Status  Address/Mask
----------- ---------- ------- ------------  
FSx-Dest 
             inter_1    up/up  10.0.0.36/24   
             inter_2    up/up  10.0.1.69/24

inter_1 および inter_2 IP アドレスを保存します。これらは、FSx-Dest では dest_inter_1 お
よび dest_inter_2 として、OnPrem-Source では source_inter_1 と source_inter_2 とし
て参照されます。

出典と宛先の間でクラスターピアリングを確立する
source_inter_1 および source_inter_2 IP アドレスを指定して、宛先クラスターでクラスターピア
関係を確立します。また、出典クラスターでクラスターピアリングを確立するときに入力する必要がある
パスフレーズを作成する必要があります。

1. 次のコマンドを使用して宛先クラスターのピアリングを設定します。

FSx-Dest::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-
addrs source_inter_1,source_inter_2
  
Enter the passphrase:
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Confirm the passphrase:
Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command in the other 
 cluster.

2. 次に、出典クラスターでクラスターピア関係を確立します。認証するには、上記で作成したパスフ
レーズを入力する必要があります。

OnPrem-Source::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-
addrs dest_inter_1,dest_inter_2

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

3. 出典クラスターで次のコマンドを使用して、ピアリングが正常に完了したことを確認します。出力の
内容において、Availability は Available に設定される必要があります。

OnPrem-Source::> cluster peer show

Peer Cluster Name  Availability   Authentication
-----------------  -------------- --------------
FSx-Dest           Available      ok

SVM ピアリング関係を作成する
クラスターピアリングが確立されると、次のステップは SVM のピアリングです。vserver peer コマン
ドを使用して、宛先クラスター (FSX-deST) に SVM ピアリング関係を作成します。次のコマンドで使用さ
れる追加のエイリアスは次のとおりです。

• DestLocalName - これは、送信元 SVM で SVM ピアリングを設定するときに宛先 SVM を識別するた
めに使用される名前です。

• SourceLocalName - これは、宛先 SVM で SVM ピアリングを設定するときに送信元 SVM を識別する
ために使用される名前です。

1. 次のコマンドを使用して、送信元 SVM と宛先 SVM の間に SVM ピアリング関係を作成します。

FSx-Dest::> vserver peer create -vserver DestSVM -peer-vserver SourceSVM -peer-
cluster OnPrem-Source -applications snapmirror -local-name SourceLocalName

 Info: [Job 207] 'vserver peer create' job queued

2. 出典クラスターでピアリング関係を受け入れます。

OnPrem-Source::> vserver peer accept -vserver SourceSVM -peer-vserver DestSVM -local-
name DestLocalName

 Info: [Job 211] 'vserver peer accept' job queued

3. 次のコマンドを使用して、SVM ピアリングステータスを確認します。Peer State レスポンスの
peered のように設定する必要があります。

OnPrem-Source::> vserver peer show
     
Peer    Peer     Peer   Peering  Remote
vserver Vserver  State  Cluster  Applications  Vserver
------- -------- ------ -------- ------------- ---------
svm01   destsvm1 peered FSx-Dest snapmirror    svm01
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SnapMirror 関係を作成する
出典 SVM と宛先 SVM をピアリングしたので、次のステップは、宛先クラスターで SnapMirror 関係を作
成して初期化することです。

Note

SnapMirror 関係を作成して初期化すると、関係が切断されるまで、宛先ボリュームは読み取り専
用になります。

• snapmirror create コマンドを使用して、宛先クラスターに SnapMirror 関係を作成しま
す。snapmirror create コマンドは、宛先 SVM から使用する必要があります。

オプションで、-throttle を使用して、SnapMirror 関係の最大帯域幅 (kB / 秒) を設定できます。

FSx-Dest::> snapmirror create -source-path SourceLocalName:vol1 -destination-
path DestSVM:vol1 -vserver DestSVM -throttle unlimited

 Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with destination 
 "DestSVM:vol1".

FSx for ONTAP ファイルシステムへのデータの転送
SnapMirror 関係を作成したので、データを宛先ファイルシステムに転送できます。

1. 宛先ファイルシステムで次のコマンドを実行すると、宛先ファイルシステムにデータを転送できま
す。

Note

このコマンドを実行すると、SnapMirror は出典ボリュームから宛先ボリュームへのデータの
スナップショットの転送を開始します。

FSx-Dest::> snapmirror initialize -destination-path DestSVM:vol1 -source-
path SourceLocalName:vol1

2. アクティブに使用されているデータを移行する場合は、移行元クラスターとの同期が維持されるよう
に、移行先クラスターを更新する必要があります。宛先クラスターに対して 1 回限りの更新を実行す
るには、次のコマンドを実行します。

FSx-Dest::> snapmirror update -destination-path DestSVM:vol1

3. 移行を完了してクライアントを FSx for ONTAP に移動する前に、1 時間ごとまたは 1 日ごとの更新を
スケジュールすることもできます。snapmirror modify コマンドを使用して、SnapMirror の更新
スケジュールを確立できます。

FSx-Dest::> snapmirror modify -destination-path DestSVM:vol1 -schedule hourly

Amazon FSx にカットオーバー
FSx for ONTAP ファイルシステムへのカットオーバーの準備を行うには、次の手順を実行します。

• 出典クラスターに書き込むすべてのクライアントを切断します。
• 最終的な SnapMirror 転送を実行して、カットオーバー時にデータが失われないようにします。
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• SnapMirror の関係を解除します。
• すべてのクライアントを FSx for ONTAP ファイルシステムに接続します。

1. 出典クラスターからのすべてのデータが FSx for ONTAP ファイルシステムに確実に転送されるように
するには、最後の Snapmirror 転送を実行します。

FSx-Dest::> snapmirror update -destination-path DestSVM:vol1

2. Mirror State が Snapmirrored に設定され、Relationship Status が Idle に設定されてい
ることを確認することにより、データ移行が完了したことを検証します。また、宛先ボリュームへの
最後の転送がいつ行われたかを示すように、Last Transfer End Timestamp 日付が期待どおりで
あることを確認する必要があります。

3. SnapMirror のステータスを表示するには、次のコマンドを実行します。

FSx-Dest::> snapmirror show -fields state,status,last-transfer-end-timestamp

Source     Destination   Mirror        Relationship Last Transfer End   
Path       Path          State         Status       Timestamp
---------- -----------   ----------    -------      ---------------  
Svm01:vol1 svm02:DestVol Snapmirrored  Idle         09/02 09:02:21

4. snapmirror quiesce コマンドを使用して、これ以降の SnapMirror 転送を無効にします。

FSx-Dest::> snapmirror quiesce -destination-path DestSVM:vol1

5. snapmirror show を使用して Relationship Status が Quiesced に変更されたことを確認しま
す。

FSx-Dest::> snapmirror show

Source           Destination   Mirror        Relationship
Path             Path          State         Status
-----------      ------------  ------------- --------
sourcesvm1:vol1  svm01:DestVol Snapmirrored  Quiesced

6. 移行中、宛先ボリュームは読み取り専用です。読み取り/書き込みを有効にするには、SnapMirror の関
係を解除し、FSx for ONTAP ファイルシステムにカットオーバーする必要があります。次のコマンド
を使用して、SnapMirror 関係を解除します。

FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:vol1

Operation succeeded: snapmirror break for destination "DestSVM:vol1".

7. SnapMirror レプリケーションが完了し、SnapMirror 関係が壊れたら、ボリュームをマウントしてデー
タを使用可能にすることができます。

FSx-Dest::> vol mount -vserver fsx -volume vol1 -junction-path /vol1

これで、出典ボリュームからのデータが宛先ボリュームに完全に移行された状態でボリュームが使用可能
になります。このボリュームは、クライアントが読み取りおよび書き込みを行うこともできます。この
ボリュームの tiering-policy を all に以前に設定した場合、auto または snapshot-only に変更
することが可能で、アクセスパターンに従って、データはストレージ階層間で自動的に移行します。ク
ライアントおよびアプリケーションがこのデータにアクセスできるようにするには、「データへのアクセ
ス (p. 16)」を参照してください。
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AWS DataSync を使用した FSx for ONTAP への移
行

FSx for ONTAP ファイルシステムと ONTAP 以外のファイルシステム (FSx for Lustre、FSx for 
OpenZFS、FSx for Windows File Server、Amazon EFS、Amazon S3、オンプレミスファイラーなど) の
間でデータを転送するには、AWS DataSync を使用することをお勧めします。FSx for ONTAP と NetApp 
ONTAP の間でファイルを転送する場合は、NetApp SnapMirror (p. 200) を使用することをお勧めしま
す。AWS DataSync は、自己管理型ストレージシステムと、インターネットまたは AWS Direct Connect 
経由の AWS ストレージサービスの間でのデータの移動とレプリケートを簡素化、自動化、加速化する
データ転送サービスです。DataSync は、所有権、タイムスタンプ、アクセス許可などのファイルシステ
ムデータおよびメタデータを転送できます。

DataSync を使用して、2 つの FSx for ONTAP ファイルシステム間でファイルを転送したり、異なる AWS 
リージョン または AWS アカウント内のファイルシステムにデータを移動したりすることもできます。ま
た、他のタスクのために DataSync を FSx for ONTAP ファイルシステムとともに使用できます。例えば、
一度限りのデータ移行、配信ワークロード用の定期的なデータ取り込み、およびデータ保護と回復のため
のレプリケーションを計画できます。

DataSync では、場所は、FSx for ONTAP ファイルシステムのエンドポイントです。特定の転送シナリオ
に関する詳細は、「AWS DataSync ユーザーガイド」の「Working with locations」 (場所の使用) を参照し
てください。

Note

All 階層化ポリシーを使用してデータをキャパシティプール層に移行することを計画している
場合、ファイルメタデータは常に SSD 層に格納され、すべての新しいユーザーデータは最初に 
SSD 層に書き込まれることに注意してください。データが SSD 層に書き込まれると、バックグ
ラウンド階層化プロセスはキャパシティプールストレージへのデータの階層化を開始しますが、
階層化プロセスは即時ではなく、ネットワークリソースを消費します。キャパシティプールスト
レージに階層化する前に、ユーザーデータのバッファとしてファイルメタデータ (ユーザーデー
タサイズの 3～7%) を考慮して SSD 階層のサイズを設定する必要があります。SSD の使用率が 
80% を超えないようにすることをお勧めします。
データの移行中は、CloudWatch ファイルシステムメトリクス (p. 211)を使用して SSD 層をモ
ニタリングし、階層化プロセスがキャパシティプールストレージにデータを移行できる速度より
も早く SSD がいっぱいにならないようにしてください。SSD 層の使用率が 80% を超えないよう
に、階層化が発生しているレートよりも低いレートに DataSync 転送をスロットリングすること
もできます。例えば、スループットキャパシティが 512 MBps 以上のファイルシステムの場合、
通常は 200 MBps のスロットリングでデータ転送速度とデータ階層化レートのバランスが取れま
す。

前提条件
FSx for ONTAP のセットアップにデータを移行するには、DataSync 要件を満たすサーバーとネットワー
クが必要です。詳細については、「AWS DataSync ユーザーガイド」の「DataSync の要件」を参照して
ください。

DataSync を使用してファイルを移行するためのベー
シックなステップ
DataSync を使用して、送信元から送信先へファイルを転送するには、次のベーシックステップを行いま
す。

• ご使用の環境にエージェントをダウンロードしてデプロイし、アクティブ化します (AWS のサービス 間
で転送する場合は不要)。
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• 送信元と送信先の場所を作成します。
• タスクを作成します。
• タスクを実行して、ソースから宛先にファイルを転送します。

次のトピックの詳細については、「AWS DataSync ユーザーガイド」を参照してください。

• 自己管理ストレージと AWS の間のデータ転送
• Amazon FSx for NetApp ONTAP の場所の作成
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Amazon FSx for NetApp ONTAP のモ
ニタリング

次のサービスとツールを使用して、Amazon FSx for NetApp ONTAP の使用状況とアクティビティをモニ
タリングできます。

• Amazon CloudWatch - Amazon CloudWatch を使用してファイルシステムをモニタリングできま
す。Amazon CloudWatch は、FSx for ONTAP から raw データを自動的に収集して処理し、読み取り可
能なメトリクスにします。これらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報にアクセスしてファイ
ルシステムのパフォーマンスを確認できます。また、指定した期間のメトリクスに基づいてアラームを
設定し、指定したしきい値に関連するメトリクスの値に基づいて 1 つ以上のアクションを実行すること
もできます。

• NetApp Cloud Insights - NetApp Cloud Insights サービスを使用して、OnTAP ファイルシステムの FSx 
の設定、容量、およびパフォーマンスのメトリクスをモニタリングできます。メトリクス条件に基づい
てアラートを作成することもできます。

• NetApp Harvest と NetApp Grafana - NetApp Harvest と NetApp Grafana を使用して、FSx for ONTAP 
ファイルシステムをモニタリングできます。NetApp Harvest は、FSx for ONTAP ファイルシステムから
パフォーマンス、容量、およびハードウェアメトリクスを収集することにより、ONTAP ファイルシス
テムをモニタリングします。Grafana は、収集された Harvest メトリクスを表示できるダッシュボード
を提供します。

• AWS CloudTrail - AWS CloudTrail を使用して、Amazon FSx のすべての API 呼び出しをイベントとして
キャプチャできます。これらのイベントは、Amazon FSx でユーザー、ロール、または AWS サービス
によって実行されたアクションの記録を提供します。

トピック
• Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 209)
• クラウドインサイトによるモニタリング (p. 220)
• Harvest と Grafana を使用した ONTAP ファイルシステムの FSx のモニタリング (p. 220)
• AWS CloudTrail での FSx for ONTAP API コールのロギング (p. 224)

Amazon CloudWatch によるモニタリング
Amazon CloudWatch を使用してファイルシステムをモニタリングできます。Amazon CloudWatch 
は、Amazon FSx for NetApp ONTAP から raw データを収集して処理し、読み取り可能なほぼリアルタイ
ムのメトリクスに変換します。統計は 15 ヵ月間保持されるため、履歴情報にアクセスしてファイルシス
テムのパフォーマンスを判断できます。FSx for ONTAP メトリクススデータは、デフォルトで 1 分間隔で 
CloudWatch に自動的に送信されます。CloudWatch の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザー
ガイド」の「Amazon CloudWatch とは」を参照してください。

FSx for ONTAP の CloudWatch メトリクスは、各メトリクスのクエリに使用されるディメンションによっ
て定義される 4 つのカテゴリに分類されます。ディメンションの詳細については、「Amazon CloudWatch 
ユーザーガイド」の「ディメンション」を参照してください。

• [File system metrics] (ファイルシステムのメトリクス): ファイルシステムレベルのパフォーマンスとスト
レージ容量のメトリクス。

209

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch_concepts.html#Dimension


FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド
FSx for ONTAP CloudWatch メトリクスを使用する方法

• [Detailed File System Metrics] (詳細なファイルシステムメトリクス): ストレージ層 (SSD、容量プール) 
ごとのファイルシステムレベルのストレージメトリクス。

• [Volume metrics] (ボリュームメトリクス): ボリュームごとのパフォーマンスおよびストレージ容量のメ
トリクス。

• ボリュームメトリクスの詳細: ストレージ階層別またはデータのタイプ (ユーザー、スナップショット、
その他) によるボリュームごとのストレージ容量のメトリクス。

FSx for ONTAP のすべての CloudWatch メトリクスは、CloudWatch のAWS/FSx 名前空間に公開されま
す。

トピック
• FSx for ONTAP CloudWatch メトリクスを使用する方法 (p. 210)
• CloudWatch メトリクスへのアクセス (p. 210)
• ファイルシステムのメトリクス (p. 211)
• ボリュームメトリクス (p. 214)
• Amazon FSx をモニタリングするための Amazon CloudWatch アラームの作成 (p. 218)

FSx for ONTAP CloudWatch メトリクスを使用する方
法
Amazon FSx によってレポートされるメトリクスが提供する情報は、さまざまな方法で分析できます。以
下のリストは、メトリクスの一般的な利用方法をいくつか示しています。ここで紹介するのは使用開始す
るための提案事項であり、総括的な一覧ではありません。

判断方法は..。 関連するメトリクス

ワークロードが駆動している IOPS の数 SUM(DataReadOperations + DataWriteOperations 
+ MetadataOperations)/Period (秒単位)

ワークロードが推進しているスループットはどれ
くらいですか

SUM(DataReadBytes + DataWriteBytes)/Period (秒
単位)

ファイルシステムのスループット容量の使用率 SUM(DataReadBytes + 2*DataWriteBytes)/Period 
(秒単位)/1024/1024/< ファイルシステムのスルー
プット容量 (MBps)>

Note

ワークロードの予期しないスパイクや、バックグラウンドのストレージ操作 (ストレージの同期、
データ階層化、バックアップなど) に十分な予備のスループット容量を確保するために、平均ス
ループット容量使用率を 50％ 未満に維持することをお勧めします。

CloudWatch メトリクスへのアクセス
Amazon FSx の Amazon CloudWatch メトリクスは次の方法で確認できます。

• Amazon FSx コンソール
• Amazon CloudWatch コンソール
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) の CloudWatch
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• CloudWatch API

次の手順は、さまざまなツールを使用してメトリクスにアクセスする方法を示しています。

Amazon FSx コンソールを使用して CloudWatch メトリクスを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[File systems] (ファイルシステム) を選択してから、メトリクスを表

示するファイルシステムを選択します。
3. [Summary] (概要) ページで、[Monitoring] (モニタリング) を選択して、ファイルシステムのメトリクス

を確認します。

Amazon CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ で CloudWatch コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. FSx 名前空間を選択します。
4. (オプション) メトリクスを表示するには、検索フィールドにその名前を入力します。
5. (オプション) メトリクスを調べるには、質問に最も一致するカテゴリを選択します。

• [File system metrics] (ファイルシステムのメトリクス) と [Volume metrics] (ボリュームメトリクス) 
は、個々のファイルシステムまたはボリュームのサマリーレベルのメトリクスをレポートします。

• ファイルシステムの詳細なメトリクス と ボリュームの詳細なメトリクス は、ファイルシステムま
たはボリューム内のより詳細なメトリクスを報告します (例えば、スナップショットで使用される
ストレージ容量)。

AWS CLI からメトリクスにアクセスするには

• --namespace "AWS/FSx" パラメータで CloudWatch list-metrics CLI コマンドを使用します。詳細
については、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参照してください。

CloudWatch API の使用

CloudWatch API からメトリクスにアクセスするには

• GetMetricStatistics API オペレーションを呼び出します。詳細については、「Amazon CloudWatch 
API リファレンス」を参照してください。

ファイルシステムのメトリクス
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムメトリクスは、[File system metrics] (ファイルシステム
のメトリクス) または 詳細ファイルシステムメトリクス のいずれかに分類されます。

• [File system metrics] (ファイルシステムのメトリクス) は、単一のディメンション FileSystemId を
使用する単一のファイルシステムのパフォーマンスとストレージのメトリクスを集約したものです。メ
トリクスは、ファイルシステムのネットワークパフォーマンスとストレージ容量の使用状況を測定しま
す。

• [Detailed File System Metrics] (詳細なファイルシステムメトリクス) は、ファイルシステムのストレージ
容量と各ストレージ階層で使用されているストレージ (SSD ストレージや容量プールストレージなど) を
測定します。各メトリクスには、FileSystemId、StorageTier、および DataType ディメンション
が含まれます。
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ファイルシステムのメトリクス
ファイルシステムメトリクスは、単一のファイルシステムのパフォーマンスとストレージのメトリクスを
集約したものです。メトリクスは、ネットワークパフォーマンスと、ファイルシステムに保存されている
データ (物理的および論理的) の量を測定します。

メトリクスはすべて、FileSystemId という 1 つのディメンションを取ります。

メトリクス 説明

DataReadBytes クライアントによる読み取りからファイルシステ
ムへのバイト数 (ネットワーク I/O)。

Sum 統計は、期間中の読み取りオペレーション
に関連する合計バイト数です。その期間の平均ス
ループット (バイト/秒) を算出するには、Sum 統計
をその期間の秒数で割ります。

単位: バイト

有効な統計: Sum

DataWriteBytes クライアントによるファイルシステムへの書き込
みからのバイト数 (ネットワーク I/O)。

Sum 統計は、期間中の書き込みオペレーションと
関連付けられる総バイト数です。その期間の平均
スループット (バイト/秒) を算出するには、Sum 統
計をその期間の秒数で割ります。

単位: バイト

有効な統計: Sum

DataReadOperations クライアントによる読み取りからファイルシステ
ムへの読み取り操作 (ネットワーク I/O) の数。

Sum 統計は、指定された期間に発生した I/O オペ
レーションの総数です。ある期間の 1 秒あたりの
平均読み取りオペレーションを計算するには、Sum
統計をその期間の秒数で割ります。

単位: カウント

有効な統計: Sum

DataWriteOperations クライアントによるファイルシステムへの書き込
みからの書き込みオペレーション (ネットワーク I/
O) の数。

Sum 統計は、指定された期間に発生した I/O オペ
レーションの総数です。ある期間の 1 秒あたりの
平均書き込みオペレーションを計算するには、Sum
統計をその期間の秒数で割ります。

単位: カウント

有効な統計: Sum
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メトリクス 説明

MetadataOperations クライアントによるファイルシステムへのメタ
データオペレーション (ネットワーク I/O) の数。

Sum 統計は、指定された期間に発生した I/O オペ
レーションの総数です。ある期間の 1 秒あたり
の平均メタデータオペレーションを計算するに
は、Sum 統計をその期間の秒数で割ります。

単位: カウント

有効な統計: Sum

StorageUsed プライマリ (SSD) 層と容量プール層の両方で、
ファイルシステムに保存されている物理データの
合計量。このメトリクスには、データ圧縮や重複
排除などのストレージ効率機能による節約が含ま
れます。

単位: バイト

有効な統計: Average、Minimum、Maximum

LogicalDataStored SSD 層とキャパシティプール層の両方を考慮
した、ファイルシステムに保存されている論理
データの合計量。このメトリクスには、スナップ
ショットと FlexClones の論理サイズの合計が含ま
れますが、圧縮、空き領域の活用、重複排除を通
じて達成されるストレージ効率の節約は含まれま
せん。

ストレージ効率の節約をバイト単位でコン
ピューティングするには、特定の期間の
StorageUsed の Average を取得し、同じ期間の
LogicalDataStored の Average から減算しま
す。

合計論理的なデータサイズのパーセンテージとし
てストレージ効率の節約をコンピューティングす
るには、特定の期間の StorageUsed の Average
を取得し、同じ期間の LogicalDataStored
の Average から減算します。次に、同じ期間の
LogicalDataStored の Average で差を割りま
す。

単位: バイト

有効な統計: Average、Minimum、Maximum

詳細なファイルシステムメトリクス
詳細なファイルシステムメトリクスは、各ストレージ層の詳細なストレージ使用率メトリクスです。詳細
なファイルシステムメトリクスはすべて、FilesystemId、StorageTier、および DataType のディメ
ンションを持っています。
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• StorageTier ディメンションは、メトリクスが測定するストレージ階層を示し、SSD と
StandardCapacityPool の可能な値を示します。

• DataType ディメンションは、メトリクスが測定するデータのタイプを、可能な値 All で示します。

特定のメトリクスとディメンションのキーバリューのペアの一意の組み合わせごとに行があり、その組み
合わせが何を測定するかが説明されています。

メトリクス 説明

StorageCapacity プライマリ (SSD) 層の合計ストレージ容量。

単位: バイト

有効な統計: Maximum

StorageUsed ストレージ層に固有の、使用済みの物理ストレー
ジ容量 (バイト単位) 。この値には、データ圧縮や
重複排除などのストレージ効率機能による節約が
含まれます。StorageTier の有効なディメンショ
ン値は SSD と StandardCapacityPool で、こ
のメトリクスが測定するストレージ階層に対応し
ます。このメトリクスには、値 All の DataType
ディメンションも必要です。

Average、Minimum、および Maximum 統計は、
特定の期間における層ごとのストレージ消費量 (バ
イト単位) です。

プライマリ (SSD) ストレージ層のストレージ容
量使用率を計算するには、統計のいずれかを同
じ期間の Maximum StorageCapacity で割っ
て、StorageTier ディメンションを SSD と等し
くします。

プライマリ (SSD) ストレージ層の空きストレー
ジ容量をバイト単位で計算するには、同じ期間の
Maximum StorageCapacity から統計のいずれか
を除外し、ディメンション StorageTier を SSD
に等しくします。

単位: バイト

有効な統計: Average、Minimum、Maximum

ボリュームメトリクス
Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムには、データを保存する 1 つ以上のボリュームを含め
ることができます。ボリュームにはそれぞれ、[Volume metrics] (ボリュームメトリクス) または 詳細ボ
リュームメトリクス のいずれかに分類される一連のメトリクスがあります。

• [Volume metrics] (ボリュームメトリクス) は、ボリュームごとのパフォーマンスとストレージのメトリ
クスであり、FileSystemId と VolumeId の 2 つのディメンションを取ります。FileSystemId は、
ボリュームが属するファイルシステムにマッピングされます。

• [Detailed Volume Metrics] (詳細なボリュームメトリクス) は、ストレージ層ごとのメトリクスで
あり、StorageTier ディメンション (SSD および StandardCapacityPool の可能な値を使
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用) を使用した層ごと、および DataType ディメンション (User、Snapshot、および Other の
可能な値を使用) を使用したデータタイプごとのストレージ消費量を測定します。メトリクスに
は、FileSystemId、VolumeId、StorageTier、および DataType のディメンションがあります。

ボリュームメトリクス
ボリュームメトリクスは、ボリュームごとに測定される高レベルのメトリクスであり、各ボリュームのス
ループット、IOPS、平均レイテンシー、および各ボリュームのストレージ容量に関するインサイトを提供
します。

メトリクスはすべて、FileSystemId と VolumeId の 2 つのディメンションを取ります。

メトリクス 説明

DataReadBytes クライアントがボリュームから読み取ったバイト
数 (ネットワーク I/O)。

Sum 統計は、期間中の読み取りオペレーション
に関連する合計バイト数です。その期間の平均ス
ループット (バイト/秒) を算出するには、Sum 統計
をその期間の秒数で割ります。

単位: バイト

有効な統計: Sum

DataWriteBytes クライアントがボリュームに書き込んだバイト数 
(ネットワーク I/O)。

Sum 統計は、期間中の書き込みオペレーションと
関連付けられる総バイト数です。その期間の平均
スループット (バイト/秒) を算出するには、Sum 統
計をその期間の秒数で割ります。

単位: バイト

有効な統計: Sum

DataReadOperations クライアントによるボリュームでの読み取りオペ
レーション (ネットワーク I/O) の数。

Sum 統計は、期間中の読み取りオペレーションの
総数です。ある期間の 1 秒あたりの平均読み取り
オペレーションを計算するには、Sum 統計をその
期間の秒数で割ります。

単位: カウント

有効な統計: Sum

DataWriteOperations クライアントによるボリュームでの書き込みオペ
レーション (ネットワーク I/O) の数。

Sum 統計は、期間中の書き込みオペレーションの
総数です。ある期間の 1 秒あたりの平均書き込み
操作を計算するには、Sum 統計をその期間の秒数
で割ります。
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メトリクス 説明
単位: カウント

有効な統計: Sum

MetadataOperations クライアントによるメタデータアクティビティか
らボリュームへの I/O オペレーション (ネットワー
ク I/O) の数。

Sum 統計は、期間中のメタデータオペレーション
の総数です。ある期間の 1 秒あたりの平均メタ
データオペレーションを計算するには、Sum 統計
をその期間の秒数で割ります。

単位: カウント

有効な統計: Sum

DataReadOperationTime ボリューム内のデータにアクセスするクライアン
トからの読み取りオペレーション (ネットワーク I/
O) のためにファイルシステム内で費やされた合計
時間。

Sum 統計は、期間中に読み取りオペレーションに
費やされた合計秒数です。ある期間の平均読み取
りレイテンシーを計算するには、Sum 統計を同じ
期間の DataReadOperations メトリクスの Sum
で割ります。

単位: 秒

有効な統計: Sum

DataWriteOperationTime ボリューム内のデータにアクセスするクライアン
トからの書き込みオペレーション (ネットワーク I/
O) を実行するためにファイルシステム内で費やさ
れた合計時間。

Sum 統計は、期間中に書き込みオペレーションに
費やされた合計秒数です。ある期間の平均書き込
みレイテンシーを計算するには、Sum 統計を同
じ期間の DataWriteOperations メトリクスの
Sum で割ります。

単位: 秒

有効な統計: Sum
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メトリクス 説明

MetadataOperationTime ボリューム内のデータにアクセスしているクライ
アントからのメタデータオペレーション (ネット
ワーク I/O) を実行するために、ファイルシステム
内で費やされた合計時間。

Sum 統計は、期間中に読み取りオペレーションに
費やされた合計秒数です。ある期間の平均レイテ
ンシーを計算するには、Sum 統計を同じ期間の
MetadataOperations の Sum で割ます。

単位: 秒

有効な統計: Sum

StorageCapacity ボリュームのサイズ (バイト単位)。

単位: バイト

有効な統計: Maximum

StorageUsed ボリュームの使用済み論理ストレージキャパシ
ティ。

このメトリクスには、圧縮や重複排除などのスト
レージ効率機能によるデータ節約が含まれます。

単位: バイト

有効な統計: Average、Minimum、Maximum

FilesUsed ボリューム上で使用されているファイル (ファイル
または inode の数)。

単位: カウント

有効な統計: Average、Minimum、Maximum

FilesCapacity ボリューム上に作成できる inode の総数。

単位: カウント

有効な統計: Maximum

詳細なボリュームメトリクス
詳細なボリュームメトリクスは、ボリュームメトリクスよりも多くのディメンションを
取り、データのより詳細な測定を可能にします。すべての詳細なボリュームメトリクスに
は、FileSystemId、VolumeId、StorageTier、および DataType のディメンションがあります。

• StorageTier ディメンションは、メトリクスが測定するストレージ階層を示し、All、SSD、および
StandardCapacityPool の値を持つ可能性があります。

• DataType ディメンションは、メトリクスが測定するデータのタイプを示
し、All、User、Snapshot、および Other の可能な値を示します。
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特定のメトリクスとディメンションのキーバリューのペアの一意の組み合わせごとに行があり、その組み
合わせが何を測定するかが説明されています。

Note

FlexGroup ボリュームの詳細なボリュームメトリクスは利用できません。

メトリクス 説明

StorageUsed このボリュームがストレージ階層 (フット
プリント) ごとに消費する論理スペースの
量。StorageTier の有効なディメンション値は
SSD と StandardCapacityPool であり、このメ
トリクスが測定するストレージ階層に対応してい
ます。フットプリントには、ボリュームに設定さ
れている予約またはスペース保証など、いずれか
の層のオーバーヘッドが含まれます。このメトリ
クスには、値 All の DataType ディメンションも
必要です。

単位: バイト

有効な統計: Average、Minimum、Maximum

StorageUsed 特定のデータタイプに起因するこのボリューム上
の物理データの量で、User、Snapshot、および
Other の可能な DataType ディメンション値に
よって示される。Snapshot にはスナップショッ
トの予約が含まれ、Other はボリュームとファイ
ルのメタデータに対応します。このメトリクスに
は、値 All の StorageTier ディメンションも必
要です。

単位: バイト

有効な統計: Average、Minimum、Maximum

Amazon FSx をモニタリングするための Amazon 
CloudWatch アラームの作成
アラームの状態が変わったときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) メッセージを送信す
る CloudWatch のアラームを作成することができます。1 つのアラームで、指定した期間中、1 つのメト
リクスをモニタリングします。必要に応じて、アラームは、特定のしきい値に関連するメトリクスの値に
基づいて、複数の期間にわたって 1 つ以上のアクションを実行します。アクションは、Amazon SNS ト
ピックまたはオートスケーリングポリシーに送信される通知です。

アラームは、持続している状態変化に対してのみアクションを呼び出します。CloudWatch アラームは、
特定の状態にあるという理由だけでアクションを呼び出すことはありません。状態が変更され、指定され
た期間維持される必要があります。Amazon FSx コンソールまたは Amazon CloudWatch コンソールから
アラームを作成できます。

次の手順では、コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、および API を使用して Amazon 
FSx のアラームを作成する方法について説明します。

Amazon FSx コンソールを使用してアラームを設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
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2. 左側のナビゲーションペインで、[File system] (ファイルシステム) を選択してから、アラームを作成
するファイルシステムを選択します。

3. [Summary] (概要) ページで、[Monitoring] (モニタリング) を選択します。
4. [Create CloudWatch alarm] (CloudWatch アラームの作成) を選択します。CloudWatch コンソールに

リダイレクトされます。
5. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
6. メトリクス セクションで、[FSX] を選択します。
7. メトリクスカテゴリを選択します。

• [File system metrics] (ファイルシステムのメトリクス)
• [Detailed File System Metrics] (詳細なファイルシステムメトリクス)
• [Volume metrics] (ボリュームメトリクス)
• [Detailed Volume Metrics] (詳細なボリュームメトリクス)

8. アラームを設定するメトリクスを選択してから、[Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
9. [Conditions] (条件) セクションで、アラームに使用する条件を選択し、[Next] (次へ) を選択します。

Note

メトリクスは、ファイルシステムのメンテナンス中に公開されない場合があります。不
要で誤解を招くようなアラーム条件の変更を防ぎ、欠落したデータポイントに対して回
復力があるようにアラームを設定するには、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の
「CloudWatch アラームが欠落したデータを処理する方法の設定」を参照してください。

10. アラーム状態がアクションを開始したときに CloudWatch が E メールまたは Amazon SNS 通知を送
信するようにする場合は、[Whenever this alarm state is] (このアラーム状態がいつでも) のアラーム状
態を選択します。

SNS トピックの選択 で、既存の Amazon SNS トピックを選択します。[Create topic] (トピックの作
成) を選択すると、新しいメールサブスクリプションリスト用の名前とメールアドレスを設定できま
す。このリストは保存され、今後のアラーム用のフィールドに表示されます。[Next] (次へ) を選択し
ます。

Note

[Create topic] (トピックの作成) を使用して新しい Amazon SNS トピックを作成する場合、
メールアドレスを検証しなければ、そのアドレスで通知を受け取ることができません。E 
メールは、アラームがアラーム状態になったときにのみ送信されます。アラーム状態になっ
たときに、メールアドレスの検証がまだ完了していない場合は、そのアドレスで通知を受け
取ることはできません。

11. メトリクスの [Name] (名前)、[Description] (説明)、および [Whenever] (いつでも) の値を入力
し、[Next] (次へ) を選択します。

12. [Preview and create] (プレビューと作成) ページで、作成しようとしているアラームを確認し、[Create 
Alarm] (アラームの作成) を選択します。

CloudWatch コンソールを使用してアラームを設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ で CloudWatch コンソールを開きます。
2. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択して、[Create Alarm Wizard] (アラームの作成ウィザード) を

スタートします。
3. ステップ 5 から始めて、「Amazon FSx コンソールを使用してアラームを設定するには」の手順に従

います。
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AWS CLI を使用してアラームを設定するには

• put-metric-alarm CLI コマンドを呼び出します。詳細については、「AWS CLI コマンドリファレン
ス」を参照してください。

CloudWatch API を使用してアラームを設定するには

• PutMetricAlarm API オペレーションを呼び出します。詳細については、「Amazon CloudWatch API リ
ファレンス」を参照してください。

クラウドインサイトによるモニタリング
NetApp クラウドインサイトは、他の NetApp ストレージソリューションと一緒に Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステムをモニタリングするために使用できる NetApp サービスです。クラウドインサ
イトを使用すると、設定、容量、およびパフォーマンスメトリクスを経時的にモニタリングして、ワー
クロードの傾向を理解し、将来のパフォーマンスとストレージ容量のニーズを計画できます。また、既存
のワークフローや生産性ツールと統合できるメトリクス条件に基づいてアラートを作成することもできま
す。

クラウドインサイトでは以下を提供します。

• 幅広いメトリクスとログ - 設定、容量、およびパフォーマンスのメトリクスを収集します。事前定義さ
れたダッシュボード、アラート、およびレポートを使用して、ワークロードがどのようにトレンドに
なっているのかを理解します。

• ユーザー分析とランサムウェア保護 - Cloud Secure と ONTAP スナップショットを使用すると、ユー
ザーエラーとランサムウェアのインシデントを監査、検出、停止、および修復できます。

• SnapMirror レポート - SnapMirror の関係を理解し、レプリケーションの問題に関するアラートを設定し
ます。

• 容量計画 - オンプレミスワークロードのリソース要件を理解して、ワークロードをより効率的な FSx for 
ONTAP 設定に移行するのに役立てます。インサイトを使用して、FSx for ONTAP のデプロイでより多
くのパフォーマンスまたは容量が必要になる時期を計画することもできます。

クラウドインサイトの詳細については、「NetApp Cloud Central」の「 NetApp Cloud Insights」を参照し
てください。

Harvest と Grafana を使用した ONTAP ファイルシ
ステムの FSx のモニタリング

スタンダードの NetApp モニタリングツールを使用して、ファイルシステムストレージの使用状況とパ
フォーマンスをモニタリングできます。次の Harvest および Grafana ソリューションの一例を挙げます。

Harvest と Grafana 環境の設定
Harvest と Grafana を使用して、Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムをモニタリングでき
ます。NetApp Harvest は、ONTAP ファイルシステムの FSx からパフォーマンス、容量、ハードウェアの
メトリクスを収集して ONTAP データセンターをモニタリングします。Grafana は、収集された Harvest 
指標を表示できるダッシュボードを提供します。

スタートするには、Harvest と Grafana を実行する Amazon EC2 インスタンスを自動的に起動する AWS 
CloudFormation テンプレートをデプロイできます。AWS CloudFormation テンプレートへの入力とし
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て、fsxadmin ユーザーと、このデプロイの一部として追加されるファイルシステムの Amazon FSx 管理
エンドポイントを指定します。デプロイが完了したら、Grafana ダッシュボードにログインしてファイル
システムをモニタリングできます。

AWS CloudFormation テンプレート
このソリューションは AWS CloudFormation を使用して Harvest と Grafana ソリューションのデプロイ
を自動化します。テンプレートによって Amazon EC2 Linux インスタンスが作成され、Harvest および 
Grafana ソフトウェアがインストールされます。このソリューションを使用するには、fsx-ontap-harvest-
grafana.template AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードします。

Note

このソリューションを実装すると、関連付けられた AWS のサービス料金が発生します。詳細に
ついては、それらのサービスの料金詳細ページを参照してください。

Amazon EC2 インスタンスタイプ
テンプレートを設定するときは、Amazon EC2 インスタンスタイプを提供します。NetApp のインスタン
スサイズに関するレコメンデーションは、モニタリングするファイルシステムの数と収集するメトリクス
の数によって異なります。デフォルト設定では、モニタリングする 10 個ごとファイルシステムにつき次
のことを推奨しています。

• CPU: 2 コア
• メモリ:1 GB
• ディスク: 500 MB (主にログファイルで使用されます)

次は設定例および選択する t3 インスタンスタイプを示します。

ファイルシステム CPU ディスク インスタンスタイプ

10 未満 2 コア 500 MB t3.micro

10～40 4 コア 1000 MB t3.xlarge

40 以上 8 コア 2000 MB t3.2xlarge

Amazon EC2 インスタンスタイプの詳細については、[Amazon EC2 User Guide for Linux Instances] (Linux 
インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド) の [General purpose instances] (汎用インスタンス) を参
照してください。

インスタンスポートルール

Amazon EC2 インスタンスを設定するときは、Amazon EC2 Harvest および Grafana インスタンスが属す
るセキュリティグループのインバウンドトラフィック用にポート 3000 と 9090 が開いていることを確認し
ます。

デプロイ手順
次の手順では、Harvest / Grafana ソリューションを設定してデプロイします。デプロイには約 5 分かかり
ます。スタートする前に、FSx for ONTAP ファイルシステムを AWS アカウント、および以下に示すテン
プレートのパラメータ情報内の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) で実行する必要があります。
ファイルシステムの作成の詳細については、「FSx for ONTAP ファイルシステムの作成 (p. 115)」を参照
してください。
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Harvest / Grafana ソリューションスタックを起動するには

1. fsx-ontap-harvest-grafana.AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードします。AWS 
CloudFormation スタックの作成の詳細については、『AWS CloudFormation ユーザーガイド』
の「AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成」 を参照してください。

Note

デフォルトでは、このテンプレートは米国東部 (バージニア北部) AWS リージョンで起動し
ます。このソリューションは、Amazon FSx が利用可能な AWS リージョン で起動する必要
があります。詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「Amazon FSx エンドポイン
トとクォータ」を参照してください。

2. [Parameters] (パラメータ) については、テンプレートのパラメータを確認し、ファイルシステムの
ニーズに合わせて変更します。このソリューションは以下のデフォルト値を使用します。

パラメータ デフォルト 説明

InstanceType t3.micro Amazon EC2 インスタンスタイ
プ 以下が t3 インスタンスタイ
プです。

• t3.micro
• t3.small
• t3.medium
• t3.large
• t3.xlarge
• t3.2xlarge

このパラメータで許可される 
Amazon EC2 インスタンス
タイプ値の完全なリストにつ
いては、「fsx-ontap-harvest-
grafana.template」を参照して
ください。

KeyPair デフォルト値なし Amazon EC2 インスタンスへ
のアクセスに使用されるキーペ
ア。

SecurityGroup デフォルト値なし Harvest / Grafana インスタ
ンスのセキュリティグループ 
ID。Grafana ダッシュボードへ
のアクセスに使用するクライ
アントから受信ポート 3000 と 
9090 が開いていることを確認
します。

サブネットタイプ デフォルト値なし public または private のい
ずれかのサブネット タイプを
指定します。インターネットに
接続する必要があるリソースに
は public サブネットを、イン
ターネットに接続しないリソー
スにはプライベートサブネット
を使用してください。詳細につ
いては、「Amazon VPC ユー
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パラメータ デフォルト 説明
ザーガイド」の「サブネットタ
イプ」を参照してください。

サブネット デフォルト値なし Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステムの優
先サブネットと同じサブネット
を指定します。Fsx for ONTAP 
ファイルシステム詳細ページ
の [Network & security] (ネッ
トワークとセキュリティ) タ
ブの Amazon FSx コンソール
で [Preferred subnet] (優先サブ
ネット) の IDを検索できます。

LatestLinuxAmiId /aws/service/ami-
amazon-linux-latest/
amzn2-ami-hvm-x86_64-
gp2

特定の AWS リージョン 内の 
Amazon Linux 2 AMI の最新
バージョン。

FSxEndPoint デフォルト値なし ファイルシステムの管理エンド
ポイントの IP アドレス。FSx 
for ONTAP ファイルシステムの
詳細ページの [Administration]
(管理) タブの Amazon FSx コン
ソールのファイルシステムで管
理エンドポイント [IP address]
(IP アドレス) を検索できます。

SecretName デフォルト値なし AWS Secrets Manager ファイ
ルシステムの fsxadmin ユー
ザーのパスワードを含むシーク
レット名。これは、ファイルシ
ステムを作成したときに指定し
たパスワードです。

3. [Next] (次へ) を選択します。
4. [Options] (オプション) には、[Next] (次へ) を選択します。
5. [Review] (確認) で、設定を確認して確定します。テンプレートが IAM リソースを作成することを確認

するチェックボックスを選択する必要があります。
6. [Create] (作成) を選択してスタックをデプロイします。

AWS CloudFormation コンソールの [Status] (ステータス) 欄でスタックのステータスを表示できます。約 
5 分で CREATE_COMPLETE (作成完了) のステータスが表示されます。

Grafana にログインする
デプロイが完了したら、ブラウザを使用して、Amazon EC2 インスタンスの IP およびポート 3000 で 
Grafana ダッシュボードにログインします。

http://EC2_instance_IP:3000

プロンプトが表示されたら、Grafana デフォルトのユーザー名 (admin) とパスワード (pass) を使用しま
す。ログインしたらすぐにパスワードを変更することをお勧めします。

詳細については、GitHub の「NetApp Harvest」ページを参照してください。
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AWS CloudTrail での FSx for ONTAP API コールの
ロギング

Amazon FSx は、AWS CloudTrail と統合されています。これは、Amazon FSx のユーザー、ロール、また
は AWS のサービスで実行されたアクションをレコードするためのサービスです。CloudTrail は、Amazon 
FSx for NetApp ONTAP に対するすべての Amazon FSx API コールをイベントとしてキャプチャします。
キャプチャされたコールには、Amazon FSx コンソールからのコールと、Amazon FSx API オペレーショ
ンへのコードコールが含まれます。

追跡を作成する場合は、Amazon FSx のイベントなど、Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合で
も、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail 
で収集された情報に基づいて、Amazon FSx に対して行われたリクエストを判断できます。リクエストの
実行元 IP アドレス、実行者、実行日時、および追加の詳細を判断することもできます。

CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

CloudTrail 内の Amazon FSx 情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。Amazon FSx で API アク
ティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) で AWS のその他のサー
ビスのイベントと共に CloudTrail イベントにレコードされます。最近のイベントは、AWS アカウントで
表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」
を参照してください。

Amazon FSx のイベントなど、AWS アカウントのイベントを継続的にレコードするには、追跡を作成し
ます。[Trail] (追跡) により、CloudTrail はログファイルを Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
に配信できます。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョ
ンに適用されます。追跡では、AWS パーティション内のすべての AWS リージョンからのイベントをロ
グに記録し、指定した Simple Storage Service (Amazon S3)バケットにログファイルを配信します。さら
に、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づく対応するためにその他
の AWS サービスを設定できます。次のトピックの詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」
を参照してください。

• AWS アカウント の追跡の作成
• AWS サービスと CloudTrail ログの統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 複数のリージョンからのCloudTrailログファイルの受信 と 複数のアカウントからのCloudTrailログファ

イルの受信

すべての Amazon FSx API コール は CloudTrail によってログに記録されます。例え
ば、CreateFileSystem と TagResource オペレーションへのコールは、CloudTrail ログファイルにエ
ントリを生成します。

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。アイデン
ティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか。

224

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/APIReference/Welcome.html


FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド
Amazon FSx ログファイルエントリの概要

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の [CloudTrail userIdentity element] (CloudTrail 
userIdentity 要素) を参照してください。

Amazon FSx ログファイルエントリの概要
[Trail] (追跡) は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとし
て配信するように設定できます。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがありま
す。イベント は、任意の出典からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクション
の日時、リクエストパラメータなどに関する情報が含まれます。CloudTrail・ログファイルは、パブリック 
API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、ファイルシステムのタグがコンソールから作成されたときの TagResource オペレーションを
示す CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": “Root”, 
        "principalId": “111122223333”, 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root”, 
        "accountId": “111122223333”, 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE”, 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-11-14T22:36:07Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-11-14T22:36:07Z", 
    "eventSource": "fsx.amazonaws.com", 
    "eventName": "TagResource", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": “192.0.2.0”, 
    "userAgent": “console.amazonaws.com”, 
    "requestParameters": { 
        "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-
ab12cd34ef56gh789” 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": “aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51”, 
    "eventID": “bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p”, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "apiVersion": "2018-03-01", 
    "recipientAccountId": “111122223333”
}

次の例は、ファイルシステムのタグがコンソールから削除されたときの UntagResource アクションを示
す CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": “Root”, 
        "principalId": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-11-14T23:40:54Z" 
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            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-11-14T23:40:54Z", 
    "eventSource": "fsx.amazonaws.com", 
    "eventName": "UntagResource", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-
ab12cd34ef56gh789" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51", 
    "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "apiVersion": "2018-03-01", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
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クォータ
Amazon FSx for NetApp ONTAP で作業を行う際のクォータについて以下に説明します。

トピック
• 増加可能なクォータ (p. 227)
• ファイルシステムあたりのリソースクォータ (p. 228)

増加可能なクォータ
以下は増加可能な各 AWS アカウント、AWS リージョン の Amazon FSx for NetApp ONTAP のクォータ
を示します。

リソース デフォルト 説明

ONTAP ファイルシステム 100 このアカウントに作成できる
Amazon FSx for NetApp ONTAP 
ファイルシステムの最大数。

ONTAP SSD ストレージ容量 524,288 このアカウントで保持できるす
べての Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステムの 
SSD ストレージ容量の最大容量 
(GiB 単位) です。

ONTAP スループット容量 10,240 このアカウントで使用できるす
べての Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステムの
スループット容量の最大容量 
(MBps 単位) です。

ONTAP SSD IOPS 1,000,000 このアカウントで使用できるす
べての Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステムの 
SSD IOPS の最大量です。

ONTAP バックアップ 10,000 このアカウントで保持できるす
べての Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステムにつ
いて、ユーザー主導ボリューム
バックアップの最大数です。

クォータの増加をリクエストするには

1. AWS Support ページを開き、必要に応じてサインインし、[Create case] (ケースの作成) を選択しま
す。

2. [Create case] (ケースの作成) で、[Account and billing support] (アカウントおよび請求サポート) を選
択します。

3. [Case details] (ケースの詳細) パネルで、次のエントリを作成します。

• [Type] (タイプ) に、[Account] (アカウント) を選択します。
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• [Category] (カテゴリ) で、[Other Account Issues] (その他のアカウントの問題) を選択します。
• [Subject] (件名) に Amazon FSx for NetApp ONTAP service limit increase request と

入力します。
• 入力するリクエストの詳細 [Description] (説明) には、以下が含まれます。

• 引き上げたい FSx クォータ、そして判明している場合は引き上する値。
• クォータ引き上げを希望する理由。
• 増加をリクエストしている各ファイルシステムのファイルシステム ID とリージョン。

4. 希望の 連絡先オプション を入力し、[Submit] (提出) を選択します。

ファイルシステムあたりのリソースクォータ
次の表は、AWS リージョン 内の各ファイルシステムの Amazon FSx for NetApp ONTAP リソースの
クォータを示しています。

リソース ファイルシステムあたりの制限

SSD の最小ストレージ容量 1,024 GiB

SSD の最大ストレージ容量 192 TiB*

最大 SSD IOPS • 160,000 (米国東部 (オハイオ州) 地
域、米国東部 (バージニア北部) 地
域、米国西部 (オレゴン州) 地域、お
よび欧州 (アイルランド))

• 80,000 (その他のすべての AWS リー
ジョン FSx for ONTAP を使用可能)

最小スループット容量 128 MBps

最大スループット容量 • 4,096 MBps** (米国東部 (オハイオ州) 
地域、米国東部 (バージニア北部) 地
域、米国西部 (オレゴン州) 地域、お
よび欧州 (アイルランド))

• 2,048 MBps (その他のすべての AWS 
リージョンFSx for ONTAP を使用可
能)

ボリュームの最大数 500

スナップショットの最大数 1,023***

SVM の最大数 • 6 (128 MBps のスループット容量)
• 6 (256 MBps のスループット容量)
• 14 (512 MBps のスループット容量)
• 14 (1,024 MBps のスループット容量)
• 24 (2,048 MBps のスループット容量)
• 24 (4,096 MBps のスループット容量)

タグの最大数 50

自動バックアップの最大保持期間 90 日間

ユーザーによるバックアップの最大保持期間 保持制限なし
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Note

*ファイルシステムの容量プール層に保存できるデータの量に実質的に制限はありません。
** 4 Gbps のスループット容量をプロビジョニングするには、サポートされている AWS リージョ
ン で最大 SSD IOPS (160,000) と最小 5,120 GiB の SSD ストレージ容量を構成する必要があり
ます。4,096 MBps のスループット容量をサポートする AWS リージョン の詳細については、ス
ループット容量がパフォーマンスに与える影響 (p. 110) を参照してください。
*** ボリュームごとに最大 1,023 個のスナップショットをいつでも保存することができます。この
制限に達したら、ボリュームの新しいスナップショットを作成する前に、既存のスナップショッ
トを削除する必要があります。
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Amazon FSx for NetApp ONTAP のト
ラブルシューティング

以下のシナリオを使用して、FSx for ONTAP で発生する問題をトラブルシューティングします。

トピック
• ファイルシステムにアクセスできません  (p. 230)
• ストレージ仮想マシン (SVM) をアクティブディレクトリに接続させることができません (p. 232)
• ストレージ仮想マシンまたはボリュームは削除できません (p. 235)
• ボリューム容量が不足しています (p. 241)

ファイルシステムにアクセスできません
次のように、ファイルシステムにアクセスできない原因はいくつか考えられますが、それぞれ独自の解像
度があります。

トピック
• ファイルシステムの Elastic network interface が変更または削除されました (p. 230)
• ファイルシステムの Elastic Network Interface に接続された Elastic IP アドレスが削除されまし

た (p. 230)
• ファイルシステムのセキュリティグループに、必要なインバウンドルールがない (p. 231)
• コンピューティングインスタンスのセキュリティグループに、必要なアウトバウンドルールがありま

せん (p. 231)
• コンピューティングインスタンスのサブネットが、ファイルシステムに関連付けられたルートテーブ

ルを使用しない (p. 231)
• 別の VPC のクライアントから iSCSI 経由でファイルシステムにアクセスできない (p. 231)
• 別の VPC またはオンプレミスのクライアントから NFS、SMB、ONTAP CLI、ONTAP REST API 経

由でファイルシステムにアクセスできない (p. 231)

ファイルシステムの Elastic network interface が変更
または削除されました
ファイルシステムの Elastic Network Interface を変更または削除しないでください。このネットワークイ
ンターフェイスを変更または削除すると、仮想プライベートクラウド (VPC) とファイルシステム間の接続
が完全に失われる可能性があります。新しいファイルシステムを作成し、Amazon FSx ネットワークイン
ターフェイスを変更または削除しないでください。詳細については、「Amazon VPC によるファイルシス
テムアクセスコントロール (p. 192)」を参照してください。

ファイルシステムの Elastic Network Interface に接続
された Elastic IP アドレスが削除されました
Amazon FSx は、公開インターネットからのファイルシステムへのアクセスをサポートしていませ
ん。Amazon FSx は、インターネットから到達可能なパブリック IP アドレスである Elastic IP アドレスを
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プに、必要なインバウンドルールがない

自動的にデタッチし、ファイルシステムの Elastic Network Interface にアタッチします。詳細については、
「サポートされているクライアント (p. 16)」を参照してください。

ファイルシステムのセキュリティグループに、必要な
インバウンドルールがない
Amazon VPC セキュリティグループ (p. 193) で指定されたインバウンドルールを確認し、ファイルシス
テムに関連付けられているセキュリティグループに、対応するインバウンドルールがあることを確認しま
す。

コンピューティングインスタンスのセキュリティグ
ループに、必要なアウトバウンドルールがありません
Amazon VPC セキュリティグループ (p. 193) で指定されたアウトバウンドルールを確認し、コンピュー
ティングインスタンスに関連付けられているセキュリティグループに、対応するアウトバウンドルールが
あることを確認します。

コンピューティングインスタンスのサブネットが、
ファイルシステムに関連付けられたルートテーブルを
使用しない
FSx for ONTAP は、VPC ルートテーブル内のファイルシステムにアクセスするためのエンドポイントを作
成します。クライアントが存在するサブネットに関連付けられているすべての VPC ルートテーブルを使用
するようにファイルシステムを設定する必要があります。デフォルトでは、Amazon FSx は VPC のメイン
ルートテーブルを使用します。オプションで、ファイルシステムを作成するときに Amazon FSx で使用す
る 1 つ以上のルートテーブルを指定できます。

ファイルシステムのクラスタ間エンドポイントに ping を実行できるが、ファイルシステムの管理エンドポ
イントに ping を実行できない場合 (詳細については ファイルシステムリソース (p. 113) を参照)、クライ
アントはファイルシステムのルートテーブルの 1 つに関連付けられているサブネットにない可能性があり
ます。ファイルシステムにアクセスするには、ファイルシステムのルートテーブルの 1 つをクライアント
のサブネットに関連付けます。ファイルシステムの Amazon VPC のルートテーブルの更新に関する詳細に
ついては、ファイルシステムの更新 (p. 120) を参照してください。

別の VPC のクライアントから iSCSI 経由でファイル
システムにアクセスできない
別の VPC のクライアントから [Internet Small Computer Systems Interface] (インターネットスモールコン
ピュータシステムインターフェイス) iSCSI 経由でファイルシステムにアクセスするには、ファイルシステ
ムに関連付けられている VPC とクライアントが存在する VPC の間で、Amazon VPC ピアリングまたは 
AWS Transit Gateway を設定することができます。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ガイド
の「VPC ピアリング接続の作成と受け入れ」を参照してください。

別の VPC またはオンプレミスのクライアントから 
NFS、SMB、ONTAP CLI、ONTAP REST API 経由で
ファイルシステムにアクセスできない
別の VPC またはオンプレミスのクライアントから Network File System (NFS)、Server Message Block 
(SMB)、または NetApp ONTAP CLI および REST API 経由でファイルシステムにアクセスするには、
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ディレクトリに接続させることができません

ファイルシステムに関連付けられている VPC とクライアントが存在するネットワークとの間で、AWS 
Transit Gateway を使用したルーティングを設定する必要があります。詳細については、「データへのアク
セス (p. 16)」を参照してください。

ストレージ仮想マシン (SVM) をアクティブディレ
クトリに接続させることができません

ストレージ仮想マシン (SVM) をアクティブディレクトリ (AD) に接続できない場合は、まず Amazon FSx 
SVM を Microsoft Active Directory に結合する (p. 101) を確認します。SVM がアクティブディレクトリに
接続できない一般的な問題については、次のセクションを参照してください。

トピック
• Amazon FSx がセルフマネージドアクティブディレクトリ DNS サーバーまたはドメインコントロー

ラーにアクセスできません (p. 232)
• サービスアカウントの認証情報が無効なため、Amazon FSx がアクティブディレクトリドメインコン

トローラーに接続できません (p. 233)
• サービスアカウントの認証情報が不十分なため、Amazon FSx がアクティブディレクトリドメインコ

ントローラーに接続できない (p. 233)
• 指定された組織単位が存在しないか、アクセスできないため、Amazon FSx がアクティブディレクト

リドメインコントローラーに接続できません (p. 234)

Amazon FSx がセルフマネージドアクティブディレク
トリ DNS サーバーまたはドメインコントローラーに
アクセスできません
セルフマネージドアクティブディレクトリに接続している SVM の作成に失敗し、次のエラーメッセージ
が表示される。

Amazon FSx は、アクティブディレクトリドメインコントローラと通信できません。Amazon FSx ユー
ザーガイドの推奨に従って、Amazon FSx とドメインコントローラー間のネットワークトラフィックを許
可したら、ストレージ仮想マシンを削除して新しい仮想マシンを作成してください。

この問題をトラブルシューティングして解決するには、次のステップを使用します。

1. サブネットまたは、ファイルシステムが存在するサブネットとセルフマネージドアクティブディレク
トリとの間でネットワーク接続とルーティングを確立するための前提条件に従っていることを確認し
ます。詳細については、「セルフマネージド Microsoft AD を使用するための前提条件 (p. 97)」を参照
してください。

2. Amazon FSx ファイルシステムに関連付けた VPC セキュリティグループと VPC ネットワーク アクセ
スコントロールリスト (ACL) を設定して、すべてのポートでアウトバウンドネットワークトラフィッ
クを許可していることを確認します。

Note

最小特権を計測する場合は、アクティブディレクトリドメインコントローラーとの通信に必
要な特定のポートへのアウトバウンドトラフィックのみを許可できます。詳細については、
「Microsoft のアクティブディレクトリドキュメント」を参照してください。

3. アクティブディレクトリドメインのドメインネームシステム (DNS) サーバーおよびドメインコント
ローラーがアクティブで、提供されたドメインに対するリクエストにレスポンスできることを確認し
ます。
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サービスアカウントの認証情報が無効なた
め、Amazon FSx がアクティブディレクト

リドメインコントローラーに接続できません
4. アクティブディレクトリドメインのドメインコントローラーのファイアウォールルールで、Amazon 

FSx ファイルシステムからのトラフィックが許可されていることを確認します。詳細については、
「Microsoft アクティブディレクトリドキュメント」を参照してください。

サービスアカウントの認証情報が無効なた
め、Amazon FSx がアクティブディレクトリドメイン
コントローラーに接続できません
セルフマネージドアクティブディレクトリに結合された SVM の作成は失敗し、次のエラーメッセージが
表示されます。

提供されたサービスアカウントの認証情報が無効であるため、Amazon FSx はアクティブディレクトリド
メインコントローラーとの接続を確立できません。この問題を解決するには、Amazon FSx ユーザーガイ
ドの推奨に従って、ストレージ仮想マシンを削除し、有効なサービスアカウントを使用して新しい仮想マ
シンを作成します。

この問題をトラブルシューティングして解決するには、次のステップを使用します。

1. セルフマネージド型アクティブディレクトリの設定で、サービスアカウントのユーザーネーム の入力
として、ServiceAcct などのユーザー名のみを入力していることを確認します。

Important

サービスアカウントのユーザー名を入力するときは、ドメインプレフィク
ス (例えば、corp.com\ServiceAcct) またはドメインサフィックス (例え
ば、ServiceAcct@corp.com) を含めないでください。サービスアカウントのユーザー名 
(例えば、CN=ServiceAcct,OU=example,DC=corp,DC=com) を入力するときは、識別名 
(DN) を使用しないでください。

2. 指定したサービスアカウントがアクティブディレクトリドメインに存在することを確認します。
3. 提供したサービスアカウントに必要な許可を委任したことを確認してください。サービスアカウント

は、ファイルシステムに接続しているドメイン内のユニット (OU) 内のコンピュータオブジェクトを
作成および削除できる必要があります。サービスアカウントには、少なくとも次の操作を実行するた
めのアクセス許可が必要です。

• パスワードのリセット
• アカウントのデータの読み取りと書き込みを制限する
• DNS ホスト名への書き込み許可
• サービスプリンシパル名への書き込みを許可

正しいアクセス許可を持つサービスアカウントの作成の詳細については、「Amazon FSx サービスア
カウントへの許可の委任 (p. 100)」を参照してください。

サービスアカウントの認証情報が不十分なた
め、Amazon FSx がアクティブディレクトリドメイン
コントローラーに接続できない
セルフマネージド型アクティブディレクトリに接続している SVM の作成に失敗し、次のエラーメッセー
ジが表示される。
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できないため、Amazon FSx がアクティブディレ
クトリドメインコントローラーに接続できません

Amazon FSx は、アクティブディレクトリドメインコントローラーとの接続を確立できません。これは、
アクティブディレクトリのポート要件が満たされていないか、指定されたサービスアカウントに、指定さ
れた組織単位を持つドメインにストレージ仮想マシンを接続させる許可がないことが原因です。この問題
を解決するには、ストレージ仮想マシンを削除し、Amazon FSx ユーザーガイドで指定された設定要件を
参照して新しい仮想マシンを作成します。

この問題を解決するには、指定したサービスアカウントに必要なアクセス許可が付与されていることを確
認します。サービスアカウントは、ファイルシステムに接続しているドメイン内の OU 内のコンピュータ
オブジェクトを作成および削除できる必要があります。サービスアカウントには、少なくとも次の操作を
実行するためのアクセス許可が必要です。

• パスワードのリセット
• アカウントのデータの読み取りと書き込みを制限する
• DNS ホスト名への書き込み許可
• サービスプリンシパル名への書き込みを許可

正しいアクセス許可を持つサービスアカウントの作成の詳細については、「Amazon FSx サービスアカウ
ントへの許可の委任 (p. 100)」を参照してください。

指定された組織単位が存在しないか、アクセスできな
いため、Amazon FSx がアクティブディレクトリドメ
インコントローラーに接続できません
セルフマネージドアクティブディレクトリに接続している SVM の作成に失敗し、次のエラーメッセージ
が表示されます。

Amazon FSx は、アクティブディレクトリドメインコントローラーとの接続を確立できません。これは、
指定した組織単位が存在しないか、指定されたサービスアカウントにアクセスできないためです。この問
題を解決するには、ストレージ仮想マシンを削除し、Amazon FSx ユーザーガイドの推奨に従って、サー
ビスアカウントがストレージ仮想マシンに接続できる組織単位を指定する新しい仮想マシンを作成しま
す。

この問題をトラブルシューティングして解決するには、次のステップを使用します。

1. 指定した OU がアクティブディレクトリドメインにあることを確認します。
2. 必要な許可が、指定したサービスアカウントに付与されていることを確認してください。サービスア

カウントは、ファイルシステムに接続しているドメイン内の OU 内のコンピュータオブジェクトを作
成および削除できる必要があります。サービスアカウントには、少なくとも、指定した OU で次の操
作を実行するための許可が必要です。

• パスワードのリセット
• アカウントのデータの読み取りと書き込みを制限する
• DNS ホスト名への書き込み許可
• サービスプリンシパル名への書き込みを許可

正しいアクセス許可を持つサービスアカウントの作成の詳細については、「Amazon FSx サービスア
カウントへの許可の委任 (p. 100)」を参照してください。
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ストレージ仮想マシンまたはボリュームは削除でき
ません

トピック
• 削除に失敗した場合の識別 (p. 235)
• SVM 削除: ルートテーブルにアクセスできません (p. 235)
• SVM 削除: ピアリング関係 (p. 236)
• SVM またはボリュームの削除: SnapMirror (p. 237)
• SVM 削除: Kerberos が有効の LIF (p. 238)
• SVM の削除: その他の理由 (p. 239)
• ボリューム削除: FlexCache 関係 (p. 241)

各 FSx for ONTAP ファイルシステムには、1 つ以上のストレージ仮想マシン (SVM) を含めることがで
き、各 SVM には 1 つ以上のボリュームを含めることができます。リソースを削除するときは、まず、そ
の子がすべて削除されていることを確認する必要があります。例えば、SVM を削除する前に、まず SVM 
内の非ルートボリュームをすべて削除する必要があります。

Important

ストレージ仮想マシンは、Amazon FSx コンソール、API、および CLI を使用してのみ削除でき
ます。ボリュームで Amazon FSx バックアップが有効になっている場合にのみ、Amazon FSx コ
ンソール、API、CLI を使用してボリュームを削除できます。

データと設定を保護するために、Amazon FSx は特定の状況で SVM とボリュームの削除を防止しま
す。SVM またはボリュームを削除しようとして削除リクエストが成功しない場合、Amazon FSx は、
リソースが削除されなかった理由に関する AWS コンソール、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI)、API 内の情報を提供します。削除の障害の原因に対処した後、削除リクエストを再試行できます。

削除に失敗した場合の識別
Amazon FSx SVM またはボリュームを削除すると、通常、Amazon FSx コンソール、CLI、および API か
らリソースが消えるまでの最大数分間、リソースの Lifecycle 状態が DELETING に移行するのを確認で
きます。

リソースおよび DELETING から CREATED に戻る Lifecycle 状態遷移の削除を試みた場合、この動作
は、リソースが正常に削除されなかったことを示します。この場合、Amazon FSx は、CREATED ライフ
サイクル状態の横のコンソールでアラートアイコンによって報告されます。アラートアイコンを選択する
と、次の例に示すように、削除に失敗した理由が表示されます。

Amazon FSx が SVM とボリュームの削除を妨げる最も一般的な理由を以下のセクションに示し、これら
の問題を解決する手順をステップバイステップで説明します。

SVM 削除: ルートテーブルにアクセスできません
各 FSx for ONTAP ファイルシステムは、1 つ以上のルートテーブルエントリを作成して、アベイラビ
リティーゾーン間で自動フェイルオーバーとフェイルバックを提供します。デフォルトでは、これらの
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ルートテーブルエントリは VPC のデフォルトルートテーブルに作成されます。オプションで、FSx for 
ONTAP インターフェイスを作成できる、デフォルト以外のルートテーブルを 1 つまたは複数指定できま
す。Amazon FSx は、ファイルシステムに関連付けられている各ルートテーブルに「AmazonFSx」タグを
付けます。このタグを削除すると、Amazon FSx がリソースを削除できなくなる可能性があります。この
状況が発生した場合、次の LifecycleTransitionReason が表示されます。

Amazon FSx is unable to complete the requested storage virtual machine 
operation because of an inability to access one or more of the route tables 
associated with your file system. Please contact AWS Support.

Amazon FSx コンソールのファイルシステムのルートテーブルは、ネットワークとセキュリティ タブの
ファイルシステムの概要ページに移動して見つけることができます。

ルートテーブルリンクをクリックすると、ルートテーブルに移動します。次に、ファイルシステムに関連
付けられている各ルートテーブルに、次のキーバリューペアでタグ付けされていることを確認します。

Key: AmazonFSx
Value: ManagedByAmazonFSx

このタグが存在しない場合は、タグを再作成し、SVM を再度削除してください。

SVM 削除: ピアリング関係
ピアリング関係の一部である SVM またはボリュームを削除する場合は、SVM またはボリュームを
削除する前に、まずピアリング関係を削除する必要があります。この要件により、ピアリングされ
た SVM が異常になるのを防ぎます。ピアリング関係が原因で SVM を削除できない場合は、次の
LifecycleTransitionReason が表示されます。

Amazon FSx は SVM ピアリングまたはトランジションピアリング関係の一部であるため、ストレージ仮
想マシンを削除できません。関係を削除して再試行してください。
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SVM ピアリング関係は ONTAP CLI を使用して削除できます。ONTAP CLI にアクセスするには、NetApp 
ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154) のステップを実行します。ONTAP CLI を使用し
て、次のステップを実行します。

1. 次のコマンドを使用して、SVM ピアリング関係を確認します。svm_name を SVM の名前に置き換え
ます。

FsxId123456789abcdef::> vserver peer show -vserver svm_name

このコマンドが成功した場合は、以下のような出力が表示されます。

            Peer        Peer                           Peering        Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications   Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- -------------- ---------
svm_name    test2       peered       FsxId02d81fef0d84734b6 
                                                       snapmirror     fsxDest
svm_name    test3       peered       FsxId02d81fef0d84734b6 
                                                       snapmirror     fsxDest
2 entries were displayed.

2. 次のコマンドを使用して、SVM ピアリング関係を確認します。svm_name および
remote_svm_name を実際の値に置き換えます。

FsxId123456789abcdef::> vserver peer delete -vserver svm_name -peer-
vserver remote_svm_name

このコマンドが成功した場合は、次の出力が表示されます。

Info: 'vserver peer delete' command is successful.

SVM またはボリュームの削除: SnapMirror
ピアリング関係を持つ SVM は、最初にピアリング関係を削除しないと削除できないのと同じように (SVM 
削除: ピアリング関係 (p. 236) を参照) は、最初に SnapMirror 関係を削除しないと、SnapMirror 関係を
持つ SVM は削除できません。SnapMirror 関係を削除するには、ONTAP CLI を使用して SnapMirror 関
係の対象であるファイルシステムで次の手順を実行します。ONTAP CLI にアクセスするには、NetApp 
ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154) のステップを実行します。

Note

Amazon FSx バックアップは、SnapMirror を使用して、ファイルシステムのボリュームのポ
イントインタイム増分バックアップを作成します。ONTAP CLI では、バックアップのこの 
SnapMirror 関係を削除することはできません。ただし、この関係は、AWS CLI、API、またはコ
ンソールを使用してボリュームを削除すると自動的に削除されます。

1. 次のコマンドを使用して、ターゲットファイルシステムの SnapMirror 関係を一覧表示しま
す。svm_name を SVM の名前に置き換えます。

FsxId123456789abcdef::> snapmirror show -vserver svm_name

このコマンドが成功した場合は、以下のような出力が表示されます。

Source            Destination    Mirror  Relationship   Total             Last
Path        Type  Path           State   Status         Progress  Healthy Updated
----------- ---- ------------    ------- -------------- --------- ------- --------
sourceSvm:sourceVol 
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            XDP  destSvm:destVol Snapmirrored  
                                          Idle           -         true    -

2. ターゲットファイルシステムで次のコマンドを実行して、SnapMirror 関係を削除します。

FsxId123456789abcdef::> snapmirror release -destination-path destSvm:destVol -source-
path sourceSvm:sourceVol -force true

SVM 削除: Kerberos が有効の LIF
Kerberos が有効な論理的なインターフェイス (LIF) を持つ SVM を削除する場合は、SVM を削除する前
に、まずその LIF で Kerberos を無効にする必要があります。

LIF の Kerberos は ONTAP CLI を使用して無効にすることができます。ONTAP CLI にアクセスするに
は、NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154) のステップを実行します。

1. 次のコマンドを使用して ONTAP CLI で診断モードを入力します。

FsxId123456789abcdef::> set diag

続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、y を入力します。

Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y

2. Kerberos が有効になっているインターフェイスを確認します。svm_name を SVM の名前に置き換え
ます。

FsxId123456789abcdef::> kerberos interface show -vserver svm_name

このコマンドが成功した場合は、以下のような出力が表示されます。

(vserver nfs kerberos interface show) 
               Logical
Vserver        Interface     Address         Kerberos SPN
-------------- ------------- --------------- -------- -----------------------
svm_name       nfs_smb_management_1 
                             10.19.153.48    enabled   
5 entries were displayed.

3. 次のコマンドを使用して Kerberos LIF を無効にします。svm_name を SVM の名前に置き換えます。
この SVM をアクティブディレクトリに接続させるために使用したアクティブディレクトリのユー
ザーネームとパスワードを入力する必要があります。

FsxId123456789abcdef::> kerberos interface disable -vserver svm_name -lif 
 nfs_smb_management_1

このコマンドがした場合は、次の出力が表示されます。この SVM をアクティブディレクトリに接続
させるために使用したアクティブディレクトリのユーザーネームとパスワードを入力します。続行す
るかどうかを確認するメッセージが表示されたら、y を入力します。

(vserver nfs kerberos interface disable)
Username: admin
Password: *************
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Warning: This command deletes the service principal name from the machine account on 
 the KDC.
Do you want to continue? {y|n}: y 
      
Disabled Kerberos on LIF "nfs_smb_management_1" in Vserver "svm_name".

4. 次のコマンドを使用して、SVM で Kerberos が無効であることを確認します。svm_name を SVM の
名前に置き換えます。

FsxId123456789abcdef::> kerberos interface show -vserver svm_name

このコマンドが成功した場合は、以下のような出力が表示されます。

(vserver nfs kerberos interface show) 
               Logical
Vserver        Interface     Address         Kerberos SPN
-------------- ------------- --------------- -------- -----------------------
svm_name       nfs_smb_management_1 
                             10.19.153.48    disabled   
5 entries were displayed.

5. インターフェイスが disabled のように表示されている場合は、AWS CLI、API、またはコンソール
を使用して SVM を再度削除してみてください。

前述のコマンドを使用して LIF を削除できなかった場合は、次のコマンドを使用して Kerberos LIF を
強制削除できます。svm_name を SVM の名前に置き換えます。

Important

次のコマンドは、アクティブディレクトリ上の SVM のコンピュータオブジェクトを保持で
きます。

FsxId123456789abcdef::> kerberos interface disable -vserver svm_name -lif 
 nfs_smb_management_1 -force true

このコマンドが成功した場合は、以下のような出力が表示されます。続行するかどうかを確認する
メッセージが表示されたら、y を入力します。

(vserver nfs kerberos interface disable) 
  
Warning: Kerberos configuration for LIF "nfs_smb_management_1" in Vserver "svm_name" 
 will be deleted.
The corresponding account on the KDC will not be deleted. Do you want to continue? {y|
n}: y

SVM の削除: その他の理由
FSx for ONTAP SVM は、アクティブディレクトリに接続するときにアクティブディレクトリ (AD) にコ
ンピュータオブジェクトを作成します。場合によっては、ONTAP CLI を使用して、Active Directory か
ら SVM を手動で接続を解除することも可能です。ONTAP CLI にアクセスするには、「NetApp ONTAP 
CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154)」のステップに従い、fsxadmin 認証情報でファイルシ
ステムレベルの ONTAP CLI にログインします。ONTAP CLI を使用して、次のステップを実行して Active 
Directory から SVM の接続を解除します。

Important

この手順では、SVM のコンピュータオブジェクトがアクティブディレクトリ上に取り残される可
能性があります。
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1. 次のコマンドを使用して ONTAP CLI でアドバンストモードを開始します。

FsxId123456789abcdef::> set adv

このコマンドを実行すると、この出力が表示されます。y を入力して続行します。

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when 
      directed to do so by NetApp personnel. 
      Do you want to continue? {y|n}: y

2. 次のコマンドを使用して、アクティブディレクトリの DNS を削除します。svm_name を SVM の名前
に置き換えます。

FsxId123456789abcdef::> vserver services name-service dns dynamic-update record delete 
 -vserver svm_name -lif nfs_smb_management_1

Note

DNS レコードがすでに削除されている場合、または DNS サーバーに到達できない場合、こ
のコマンドは失敗します。その場合は、次のステップに進みます。

3. 次のコマンドを使用して DNS を無効にします。svm_name を SVM の名前に置き換えます。

FsxId123456789abcdef::> vserver services name-service dns dynamic-update modify -
vserver svm_name -is-enabled false -use-secure false

このコマンドが成功した場合は、次の出力が表示されます。

Warning: DNS updates for Vserver "svm_name" are now disabled. 
     Any LIFs that are subsequently modified or deleted 
     can result in a stale DNS entry on the DNS server, 
     even when DNS updates are enabled again.

4. アクティブディレクトリからデバイスの接続を解除します。svm_name を SVM の名前に置き換えま
す。

FsxId123456789abcdef::> vserver cifs delete -vserver svm_name

このコマンドを実行すると、次の出力が表示されます。CORP.EXAMPLE.COM がドメインの名前に置
き換えられています。プロンプトが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します。サーバー
を削除するかどうか尋ねられたら、y を入力します。

In order to delete an Active Directory machine account for the CIFS server,
you must supply the name and password of a Windows account with sufficient
privileges to remove computers from the "CORP.EXAMPLE.COM" domain.
Enter the user name: admin
Enter the password:
Warning: There are one or more shares associated with this CIFS server 
     Do you really want to delete this CIFS server and all its shares? {y|n}: y
Warning: Unable to delete the Active Directory computer account for this CIFS server. 
     Do you want to continue with CIFS server deletion anyway? {y|n}: y
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ボリューム削除: FlexCache 関係
FlexCache 関係の元のボリュームであるボリュームは、最初にキャッシュ関係を削除しない限り、削除
できません。FlexCache の関係にあるボリュームを判別するには、ONTAP CLI を使用できます。ONTAP 
CLI にアクセスするには、NetApp ONTAP CLI を使用したファイルシステムの管理 (p. 154) のステップを
実行します。

1. 次のコマンドを使用して、FlexCache 関係を確認します。

FsxId123456789abcdef::> volume flexcache origin show-caches

2. 次のコマンドを使用して、キャッシュ関係を削除します。dest_svm_name および dest_vol_name
を実際の値に置き換えます。

FsxId123456789abcdef::> volume flexcache delete -vserver dest_svm_name -
volume dest_vol_name

3. キャッシュ関係を削除したら、AWS CLI、API、またはコンソールを使用して SVM を再度削除してみ
てください。

ボリューム容量が不足しています
ボリュームの容量が不足している場合は、ここに示す手順を使用して状況を診断し、解決できます。

トピック
• ボリュームストレージ容量がどのように使用されているかを判別します (p. 241)
• ボリュームのストレージ容量の増加 (p. 241)
• ボリュームの自動サイズ調整の使用 (p. 242)
• スナップショットの削除 (p. 242)
• ボリュームの最大ファイル容量の増加 (p. 242)

ボリュームストレージ容量がどのように使用されてい
るかを判別します
volume show-space NetApp ONTAP CLI コマンドを使用して、ボリュームのストレージ容量がどの
ように消費されているかを確認することができます。この情報は、ボリュームストレージ容量を回収ま
たは節約する方法を決定するのに役立ちます。詳細については、「ボリュームストレージ容量の使用量 
(ONTAP CLI) (p. 78)」を参照してください。

ボリュームのストレージ容量の増加
ボリュームのストレージ容量を増やすには、Amazon FSx コンソール、AWS CLI、Amazon FSx API を使
用します。増加した容量でのボリュームの更新の詳細については、「ボリュームの更新 (p. 134)」を参照
してください。

または、volume modify NetApp ONTAP CLI コマンドを使用して、ボリュームのストレージ容量を増や
すことができます。詳細については、「ボリュームストレージ容量の増加 (p. 76)」を参照してください。
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ボリュームの自動サイズ調整の使用
ボリュームの自動サイズを使用すると、ボリュームが指定された量だけ自動的に増加するか、使用され
たスペースのしきい値に達したときに指定されたサイズまで増加することができます。これは、volume 
autosize NetApp ONTAP CLI コマンドを使用して、FSx for ONTAP のデフォルトのボリュームタイプで
ある FlexVol ボリュームタイプに対して実行できます。詳細については、「ボリュームの自動サイズ調整
を有効にする (p. 77)」を参照してください。

スナップショットの削除
スナップショットは、デフォルトのスナップショットポリシーを使用して、ボリューム上でデフォルト
で有効になります。スナップショットはボリュームのルート内の .snapshot ディレクトリに保存されま
す。スナップショットに関連するボリュームストレージ容量は、次のような方法で管理することができま
す：

• 「Manually delete snapshots (p. 94)」(スナップショットの手動削除) — スナップショットを手動で削除
してストレージ容量を再利用します。

• 「Create a snapshot autodelete policy (p. 94)」(スナップショット自動削除ポリシーの作成) — デフォル
トのスナップショットポリシーよりも積極的にスナップショットを削除するポリシーを作成します。

• 「Turn off automatic snapshots (p. 95)」(自動スナップショットをオフにする) — 自動スナップショット
をオフにしてストレージ容量を節約します。

スナップショットの削除とストレージ容量を節約するためのスナップショットポリシーの管理の詳細につ
いては、スナップショットの削除 (p. 94) を参照してください。

ボリュームの最大ファイル容量の増加
FSx for ONTAP ボリュームは、使用可能な inode またはファイルポインタの数を使い切ると、ファイル容
量が足りなくなることがあります。デフォルトでは、ボリューム上で使用可能な inode の数は 32 KiB のボ
リュームサイズごとに 1 つです。詳細については、「ボリュームファイル容量 (p. 80)」を参照してくださ
い。

ボリューム内の inode の数は、ボリュームのストレージ容量に比例して、最大 648 GiB のしきい値ま
で増加します。デフォルトでは、648 GiB 以上のストレージ容量を持つボリュームは、すべて同じ数 
(21,251,126) の inode を持ちます。ボリュームの最大ファイル容量を表示するには、ボリュームのファイ
ル容量を表示する (p. 80) を参照してください。

648 GiB を超えるボリュームを作成し、21,251,126 よりも inode を増やしたい場合は、ボリューム上の
ファイルの最大数を手動で増やす必要があります。ボリュームのストレージ容量が不足している場合は、
最大ファイル容量を確認することができます。ファイル容量に近づいている場合は、手動で増やすことが
できます。詳細については、「ボリューム上のファイルの最大数を増やすには (p. 81)」を参照してくださ
い。
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Amazon FSx for NetApp ONTAP のド
キュメント履歴

• API バージョン: 2018 年 3 月 1 日
• ドキュメントの最新更新日: 2022 年 11 月 28 日

以下の表に、Amazon FSx NetApp ONTAP ユーザーガイドの重要な変更点を示します。ドキュメントの更
新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。

変更 説明 日付

シングル AZ ファイルシステ
ムに NVMe リードキャッシュ
のサポートが追加されまし
た (p. 243)

NVMe リードキャッシュが、
米国東部 (オハイオ) リージョ
ン、米国東部 (バージニア北部) 
リージョン、米国西部 (オレゴ
ン) リージョン、および欧州 (ア
イルランド)で、2022 年 11 月 
28 日以降に作成されたスルー
プットキャパシティ 2GBps 以
上のシングル AZ ファイルシス
テムでサポートされるように
なりました。詳細については、
「Impact of deployment type on 
performance」(デプロイ タイプ
がパフォーマンスに与える影響) 
を参照してください。

2022 年 11 月 28 日

VPC 内の IP アドレス範囲を使用
してマルチ AZ ファイルシステ
ムを作成できるようになりまし
た。 (p. 243)

VPC の IP アドレス範囲内にある
エンドポイントを指定すること
で、ONTAP ファイルシステム用
のマルチ AZ FSx を作成できるよ
うになりました。詳細について
は、「Creating FSx for ONTAP 
file systems」(ONTAP ファイル
システムの FSx を作成する) を参
照してください。

2022 年 11 月 28 日

マルチ AZ ファイルシステムの 
VPC ルートテーブルの更新を
サポートできるようになりまし
た (p. 243)

新しい VPC ルートテーブルを既
存のマルチ AZ FSx for ONTAP 
ファイルシステムに関連付け (追
加) したり、既存の VPC ルー
トテーブルを既存のマルチ AZ 
FSx for ONTAP ファイルシステ
ムから関連付け解除 (削除) した
りできるようになりました。詳
細については、「Updating a file 
system」(ファイルシステムの更
新) を参照してください。

2022 年 11 月 28 日

AWS Nitro System による転送中
のデータの暗号化がサポートさ
れるようになりました (p. 243)

米国東部 (オハイオ) リージョ
ン、米国東部 (バージニア北部) 
リージョン、米国西部 (オレゴン) 

2022 年 11 月 28 日
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リージョン、および欧州 (アイル
ランド) の Amazon EC2 インス
タンスからアクセスする場合、
転送中のデータは自動的に暗号
化されます。詳細については、
「Encrypting data in transit with 
AWS Nitro System」(AWS Nitro 
System で転送中のデータを暗号
化する) を参照してください。

DP ボリューム作成をサポートで
きるようになりました (p. 243)

Amazon FSx コンソール、AWS 
CLI、または Amazon FSx API 
を使用して、DP (データ保護) 
ボリュームを作成できるように
なりました。単一ボリュームの
データを移行または保護する場
合は、DP ボリュームを NetApp 
SnapMirror または SnapVault 関
係のデスティネーションとして
使用できます。詳細については、
「Volume types」(ボリュームタ
イプ) を参照してください。

2022 年 11 月 28 日

ボリュームタグをバックアップ
にコピーきるようになりまし
た (p. 243)

AWS CLI または Amazon FSx 
API で、CopyTagsToBackups
を有効にすることでボリュームか
らバックアップにタグを自動的に
コピーできるようになりました。
詳細については、「Copying tags 
to backups」(タグをバックアッ
プにコピーする) を参照してくだ
さい。

2022 年 11 月 28 日

スナップショットポリシーの選
択がサポートされるようになり
ました (p. 243)

Amazon FSx コンソール、AWS 
CLI、または Amazon FSx API 
を使用してボリュームを作成ま
たは更新するときに 3 つの組み
込みスナップショットポリシー
から選択できるようになりまし
た。ONTAP CLI または REST 
API で作成したカスタムスナップ
ショットポリシーを選択するこ
ともできます。詳細については、
「Snapshot policies」(スナップ
ショットポリシー) を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 28 日
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追加のファイルシステムのス
ループットキャパシティ オプ
ションがサポートされるように
なりました (p. 243)

Amazon FSx for NetApp ONTAP 
が、米国東部 (オハイオ) リー
ジョン、米国東部 (バージニア北
部) リージョン、米国西部 (オレ
ゴン) リージョン、および欧州 
(アイルランド) で 2022 年 11 月 
28 日以降に作成したファイルシ
ステムのスループットキャパシ
ティ 4,096 MBps をサポートする
ようになりました。詳細について
は、「スループットキャパシティ
がパフォーマンスに与える影響」
を参照してください。

2022 年 11 月 28 日

追加 の SSD IOPS がサポートさ
れるようになりました (p. 243)

Amazon FSx for NetApp ONTAP 
が、米国東部 (オハイオ) リー
ジョン、米国東部 (バージニア
北部) リージョン、米国西部 (オ
レゴン) リージョン、および欧
州 (アイルランド) で 2022 年 11 
月 28 日以降に作成したファイル
システムに対して 160,000 SSD 
IOPS をサポートするようになり
ました。詳細については、「ス
ループットキャパシティがパ
フォーマンスに与える影響」を参
照してください。

2022 年 11 月 28 日

FSx for ONTAP を VMware 
Cloud on AWS の外部データスト
アとして使用するサポートの追
加 (p. 243)

FSx for ONTAP は、VMware 
Cloud on AWS ソフトウェアで定
義されたデータセンター (SDDC) 
の外部データストアとして使用
できます。この追加サポートに
より、VMware Cloud on AWS の
ワークロードのコンピューティ
ングリソースとは別にストレージ
を柔軟にスケールアップまたはス
ケールダウンできます。詳細につ
いては、「Using VMware Cloud 
with FSx for ONTAP」 (FSx for 
ONTAP で VMware Cloud を使用
する) を参照してください。

2022 年 8 月 30 日

ファイルシステムのストレー
ジ容量を自動的に引き上げ
る (p. 243)

使用している SSD ストレージ容
量がユーザー指定のしきい値を超
えた場合に、ファイルシステムの
ストレージ容量を自動的に増やす
には、AWS が開発したカスタマ
イズ可能な AWS CloudFormation 
テンプレートを使用します。詳
細については、「Increasing SSD 
storage capacity dynamically」
(ストレージ容量の動的な引き上
げ) を参照してください。

2022 年 6 月 3 日
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Amazon FSx が AWS Backup と
統合されました (p. 243)

ネイティブの Amazon FSx バッ
クアップの使用に加えて、FSx 
ファイルシステムのバックアップ
および復元に AWS Backup を使
用できるようになりました。詳細
については、「Amazon FSx での 
AWS Backup の使用」を参照し
てください。

2022 年 5 月 18 日

単一のアベイラビリティーゾー
ン ONTAP ファイルシステムの
デプロイにサポートが追加され
ました (p. 243)

FSx for ONTAP シングル AZ 
ファイルシステムを作成でき
ます。このファイルシステム
は、単一のアベイラビリティー
ゾーン (AZ) 内で高い可用性と
耐久性とを提供できるように
設計されています。詳細につい
ては、「Choosing file system 
deployment」(ファイルシステム
のデプロイを選択する) を参照し
てください。

2022 年 4 月 13 日

AWS PrivateLink インターフェイ
ス VPC エンドポイントのサポー
トが追加に (p. 243)

インターフェイス VPC エンド
ポイントを使用して、インター
ネット経由でトラフィックを送信
せずに、VPC から Amazon FSx 
API にアクセスできます。詳細
については、「Amazon FSx and 
interface VPC endpoints」を参照
してください。

2022 年 4 月 5 日

既存の ONTAP ファイルシステ
ムのスループットキャパシティ
を変更するためのサポートが追
加されました (p. 243)

既存の ONTAP ファイルシステム
で使用可能なスループットキャパ
シティを変更できるようになりま
した。詳細については、「スルー
プットキャパシティの管理」を参
照してください。

2022 年 3 月 30 日

SSD ストレージ容量とプロ
ビジョンド IOPS スケーリン
グのサポートが追加されまし
た (p. 243)

ストレージと IOPS の要件が変
化するにつれて、SSD ストレー
ジ容量と既存の Amazon FSx for 
NetApp ONTAP ファイルシステ
ムのプロビジョンド IOPS を増や
すことができるようになりまし
た。詳細については、「ストレー
ジ容量の管理、プロビジョンド 
IOPS」を参照してください。

2022 年 1 月 25 日

Amazon CloudWatch メトリク
スのサポートが追加されまし
た (p. 243)

Amazon CloudWatch を使用して
ファイルシステムをモニタリング
できます。Amazon CloudWatch 
は、Amazon FSx for NetApp 
ONTAP から raw データを収集
して処理し、読み取り可能なほ
ぼリアルタイムのメトリクスに
変換します。詳細については、
「Amazon CloudWatch によるモ
ニタリング」を参照してくださ
い。

2022 年 1 月 19 日
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FSx for ONTAP ONTAP のユーザーガイド

追加ファイルシステムのスルー
プットオプションのサポートが
追加されました (p. 243)

Amazon FSx for NetApp ONTAP 
は、ファイルシステムのスルー
プットに対して 128 MB / 秒 およ
び 256 MB / 秒のオプションをサ
ポートするようになりました。
詳細については、「スループッ
トキャパシティがパフォーマンス
に与える影響」を参照してくださ
い。

2021 年 11 月 30 日

Amazon FSx for NetApp ONTAP 
が一般公開されるようになりま
した (p. 243)

FSx for ONTAP は、NetApp の 
ONTAP ファイルシステム上に構
築された、信頼性が高く、スケー
ラブルで、パフォーマンスが高
く、機能が豊富なファイルスト
レージを提供するフルマネージド
サービスです。NetApp ファイル
システムの使い慣れた機能、パ
フォーマンス、機能、および API 
に、AWS フルマネージドサービ
の俊敏性、スケーラビリティ、お
よびシンプルさを提供します。

2021 年 9 月 2 日
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