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はじめに

本書では、ONTAP ソフトウェアで Amazon Simple Storage Service (S3) を使用するためのベストプ
ラクティスについて説明します。また、ONTAP を Native S3 アプリケーションのオブジェクトストア
として、または FabricPool の階層化先として使用するための機能と構成についても説明します。

Copyright 2022 FUJITSU LIMITED

初版
2022 年 8 月

登録商標

本製品に関連する他社商標については、以下のサイトを参照してください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/trademark/

本書では、本文中の ™、® などの記号は省略しています。

本書の読み方

対象読者

本書は、ETERNUS AX/HX の設定、運用管理を行うシステム管理者、または保守を行うフィールドエン
ジニアを対象としています。必要に応じてお読みください。

関連マニュアル

ETERNUS AX/HX に関連する最新の情報は、以下のサイトで公開されています。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/manual/
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はじめに
本書の表記について

■ 本文中の記号
本文中では、以下の記号を使用しています。

お使いになるときに注意していただきたいことを記述しています。必ずお読み
ください。

本文を補足する内容や、参考情報を記述しています。
ONTAP での S3 ベストプラクティス7



第 1 章  

概要
ONTAP ソフトウェアは、Amazon Simple Storage Service (S3) をサポートしています。ONTAP は
AWS S3 API アクションのサブセットをサポートし、ONTAP ベースのシステムである ETERNUS AX/HX
でデータをオブジェクトとして扱うことを可能にしています。
ONTAP での S3 ベストプラクティス8



第 2 章  

主な使用例
ONTAP での S3 の主な使用目的は、ONTAP ベースのシステム上のオブジェクトをサポートすることで
す。ONTAP 統合ストレージアーキテクチャでは、ファイル（NFS および SMB）、ブロック（FC および
iSCSI）、およびオブジェクト（S3）がサポートされるようになりました。

2.1 Native S3 アプリケーション

ONTAP が S3 を使用したオブジェクトをサポートすることを必要とするお客様が増えています。大容
量のアーカイブワークロードに適していますが、Native S3 アプリケーションに対する需要は急速に高
まっており、次のようなものがあります。

• 分析
• AI
• エッジツーコアインジェスト
• 機械学習

お客様は、ONTAP System Manager などの使い慣れた管理ツールを使用して、ONTAP での開発と運
用のためにハイパフォーマンスなオブジェクトストレージを迅速にプロビジョニングし、ONTAP の活
用が可能になりました。これによって、ストレージの効率性とセキュリティが向上します。

2.2 FabricPool エンドポイント

ONTAP 9.8 以降では、FabricPool で ONTAP のバケットへの階層化がサポートされるようになり、
ONTAP から ONTAP への階層化が可能になりました。これは、既存の ETERNUS AX/HX インフラスト
ラクチャをオブジェクトストアエンドポイントとして再利用したいお客様に最適なオプションです。

FabricPool は、次の 2 つの方法で ONTAP への階層化をサポートします。

• ローカルクラスタ階層化
非アクティブなデータは、クラスタ LIF を使用して、ローカルのクラスタにあるバケットに階層化
されます。

• リモートクラスタ階層化
FabricPool クライアント上のインタークラスタ LIF と ONTAP オブジェクトストアのデータ LIF を
用いる従来の FabricPool クラウド層と同様に、非アクティブなデータはリモートクラスタ上にある
バケットに階層化されます。

300TB を超える使用頻度の低いデータを階層化する場合、最高クラスのオブジェクトストアソリュー
ションである FJcloud-o の使用を推奨します。クラウド層として ONTAP または FJcloud-o を使用する
場合、FabricPool ライセンスは必要ありません。
ONTAP での S3 ベストプラクティス9



第 3 章  

要件
3.1 プラットフォーム
• ETERNUS AX series

S3 は、ONTAP 9.8 以降を使用するすべての ETERNUS AX プラットフォームでサポートされます。

• ETERNUS HX series
S3 は、ONTAP 9.8 以降を使用するすべての ETERNUS HX プラットフォームでサポートされます。

• Cloud Volumes ONTAP
ONTAP 9.9.1 以降、S3 は Cloud Volumes ONTAP for Azure および FUJITSU Hybrid IT Service for
Microsoft AzureのCloud Volumes ONTAPでサポートされます。S3は、Azure以外のCloud Volumes
ONTAP プロバイダではサポートされていません。

3.2 データ LIF

オブジェクトストアサーバをホストするストレージ仮想マシン（SVM）には、S3 を使用してクライア
ントアプリケーションと通信するためのデータ LIF が必要です。リモートクラスタ階層化用に構成さ
れている場合、FabricPool はクライアントで、オブジェクトストアはサーバです。

3.3 クラスタ LIF

ローカルクラスタ階層化用に設定されている場合、ローカル層（ONTAP CLI ではストレージアグリゲー
トとも呼ばれます）はローカルバケットに割り当てられます。FabricPool は、クラスタ内トラフィッ
クにクラスタ LIF を使用します。

クラスタ LIF のリソースが飽和状態になると、パフォーマンスが低下する場合があります。これを
回避するために、ローカルバケットへの階層化時に 2 ノード以上のクラスタを使用することをお勧
めします。推奨するベストプラクティスは、ローカル層とローカルバケットにそれぞれ HA ペアを
使用することです。単一ノードクラスタでのローカルバケットへの階層化はお勧めしません。
ONTAP での S3 ベストプラクティス10



第 3 章     要件
  3.4　S3 ライセンス
3.4 S3 ライセンス

FC、iSCSI、NFS、NVMe_oF、SMB などの他のプロトコルと同様に、S3 を ONTAP で使用するには、ラ
イセンスをインストールする必要があります。S3 ライセンスは無料のライセンスですが、システムを
ONTAP9.8 にアップグレードする必要があります。

新しい ONTAP 9.8 システムには、S3 ライセンスがプリインストールされています。

S3 ライセンスは、以下のサイトからダウンロードできます。
https://storage-system.fujitsu.com/fjidauth/firmware/axhx/

3.4.1 インストール

S3 ライセンスをインストールするには、ONTAP CLI で次のコマンドを実行します。

system license add <license_key>
ONTAP での S3 ベストプラクティス11
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第 4 章  

アーキテクチャ
オブジェクトストレージは、ファイルやブロックストレージなどの他のストレージアーキテクチャと
は対照的に、データをオブジェクトとして管理するアーキテクチャです。オブジェクトは単一のコン
テナ（バケットなど）内に保持され、他のディレクトリ内のディレクトリ内にファイルとしてネスト
されることはありません。

オブジェクトストレージは、ファイルストレージやブロックストレージよりもパフォーマンスが劣る
場合がありますが、非常にスケーラブルであり、数ペタバイトのデータを含むバケットも珍しくあり
ません。

図 4.1 ONTAP における S3 オブジェクトストレージのコア要素
ONTAP での S3 ベストプラクティス12



第 4 章     アーキテクチャ
  4.1　サービスポリシー
4.1 サービスポリシー
データサービスポリシーは SVM に割り当てられており、データ LIF がクライアントアプリケーション
プロトコルをサポートするために必要なネットワークサービス一式を提供します。たとえば、data-nfs
は NFS トラフィックのサポートに使用され、data-iscsi は iSCSI トラフィックのサポートに使用されま
す。

ONTAP 9.8 で新しく導入された data-s3-server サービスを使用すると、S3 を使用するクライアント
アプリケーションのトラフィックをデータ LIF がサポートできるようになります。

4.2 オブジェクトストアサーバ

SVM のオブジェクトストアサーバーは、ファイルやブロックストレージなどの他のストレージアーキ
テクチャとは対照的に、データをオブジェクトとして管理します。バケットおよびユーザーのアクセ
ス許可レベルの管理も、オブジェクトストアサーバーレベルで行われます。

ONTAP S3 は、SVM ごとに 1 つのオブジェクトストアサーバをサポートします。

LIF を用いるアプリケーションを期待通りに動かすために、data-s3-server サービスに加えて、すべ
てのサービスポリシーに data-core サービスを含める必要があります。
ONTAP での S3 ベストプラクティス13



第 4 章     アーキテクチャ
  4.3　バケット
4.3 バケット

ONTAP では、バケットの基盤となるアーキテクチャは、図 4.2 に示すように、FlexGroup ボリューム
（複数のメンバーボリュームで構成されるが、1 つのボリュームとして管理される単一のネームスペー
ス）です。バケット内の個々のオブジェクトは個々のメンバーボリュームに割り当てられ、ボリュー
ムまたはノード間でストライプ化されません。一つのバケットを 96GB 未満でプロビジョニングする
ことはできません。

FlexGroup ボリュームについては、富士通マニュアルサイトの「ONTAP FlexGroup ボリューム技術概
要」を参照してください。

図 4.2 FlexGroup ボリューム

バケットで使用される場合、FlexGroup ボリュームはボリューム自動拡張ではなく、エラスティック
サイジングを使用します。FlexGroup ボリュームの最大容量は、基盤となるハードウェアの物理的な
最大容量によってのみ制限され、10 ノードのクラスタで 20PB および 4000 億ファイルまでが検証済
みです。

ONTAP S3 は最大 12,000 個のバケットをサポートしますが、単一の FlexGroup ボリュームに作成さ
れるバケットは 1,000 個までです。

Amazon S3 の最大オブジェクトサイズは 5TB です。ONTAP S3 は、最大 16TB のオブジェクトをサ
ポートします。Amazon が定義した最大オブジェクトサイズを超えることができないため、オブジェ
クトが 5TB を超えた場合、クライアントとの相互運用に問題が発生する場合があります。

ONTAP 9.7（FlexGroup ボリュームごとに 1 つのバケット）と ONTAP 9.8 以降（FlexGroup ボ
リュームごとに複数のバケット）の間で根本的なアーキテクチャ変更を行うことはできません。新
しいアーキテクチャの恩恵を受けるためには、既存のバケットから ONTAP 9.8 以降のバケットに
データを移行する必要があります。
ONTAP での S3 ベストプラクティス14
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第 4 章     アーキテクチャ
  4.4　ユーザー
4.3.1 既定のバケット設定

手動で設定されていないバケットでは、アグリゲート、FlexGroup、およびバケットのプロビジョニン
グにデフォルト設定が使用されます。

■ アグリゲート
バケットをサポートするFlexGroupボリュームは、次の優先順位を使用してアグリゲートにプロビジョ
ニングされます。

• Flash Pool アグリゲート
• HDD アグリゲート
• SSD アグリゲート

■ FlexGroup ボリューム

デフォルトの FlexGroup サイズは大きく、ほとんどの環境で拡張領域が大きくなります。

• ONTAP で 1.6PB

クラスタにデフォルトサイズをプロビジョニングするための十分な容量がない場合、既存の環境でプ
ロビジョニングできるようになるまで 50% ずつサイズを削減します。たとえば、300TB の環境では、
FlexGroup ボリュームは 200TB で自動的にプロビジョニングされます。（1.6PB、800TB、400TB の
FlexGroup ボリュームでは、環境に対して大きすぎるため。）

■ バケット
デフォルトのバケットサイズは次のとおりです。

• ONTAP で 800GB

バケット拡張用の容量を提供するには、FlexGroup ボリューム上のすべてのバケットの合計容量が
FlexGroup ボリューム容量の 33% 未満である必要があります。これが満たされない場合、作成中のバ
ケットは新しく作成された FlexGroup ボリュームに自動的にプロビジョニングされます。

4.4 ユーザー
許可されたクライアントにのみ接続を許可する場合、すべての ONTAP オブジェクトストアでユーザ許
可が必要です。特定のバケットまたは S3 アクションへのアクセスは、ユーザーレベルで許可、拒否、
または条件付きにすることができます。

ONTAP S3 は、オブジェクトストアごとに 4,000 ユーザーをサポートします。
ONTAP での S3 ベストプラクティス15



第 5 章  

Native S3 アプリケーションとリモートクラ
スタ階層化の構成
Native S3 アプリケーションや FabricPool クライアントなどの外部クライアントは、データ LIF を使
用して ONTAP オブジェクトストアに接続します。ONTAP でオブジェクトストアを作成する最も簡単
な方法は、ONTAP System Manager を使用することです。富士通が推奨するベストプラクティスを使
用すると、CLI を使用するときに複数のステップを必要とするプロセスを数クリックで実行できます。
より多くのカスタム設定を行うには、CLI による設定が必要です。

5.1 ONTAP System Manager

ONTAP でオブジェクトストアを作成する最も簡単な方法は、ONTAP System Manager を使用する方
法です。CLI では複数の手順が必要ですが、ONTAP System Manager では数回クリックするだけで済
みます。ONTAP System Manager を使用して作成されたオブジェクトストアではカスタマイズのでき
る項目が少なくなりますが、富士通が推奨するベストプラクティスに従ったオブジェクトストアがデ
フォルトで作成されます。カスタム設定には、CLI による設定が必要です。

ONTAP System Manager を使用してオブジェクトストア、バケット、および権限ユーザーを作成する
には、以下の手順に従ってください。

5.1.1 オブジェクトストアの設定

オブジェクトストアを設定するには、次の手順を実行します。

1 ONTAP System Manager を起動します。

2 [ ストレージ ] をクリックします。

3 [Storage VM] をクリックします。

4 [ 追加 ] をクリックします。 
新しい SVM は必要ありません。S3 機能は、SVM の Settings メニューを使用して既存の SVM に
追加できます。

5 SVM に名前を付けます。

6 アクセスプロトコルとして [ 有効化 S3] を選択します。
[TLS を有効にする ]（ポート 443）および [ システムで生成された証明書を使用する ] オプショ
ンは、デフォルトで選択されています。サードパーティの認証局が発行する署名付き証明書を使
用することをお勧めします。
ONTAP での S3 ベストプラクティス16



第 5 章     Native S3 アプリケーションとリモートクラスタ階層化の構成
  5.1　ONTAP System Manager
7 S3 サーバに名前を付けます。

8 ノードのネットワークインターフェースを入力します。

5.1.2 バケットの設定

バケットを設定するには、次の手順を実行します。

1 ONTAP System Manager を起動します。

2 [ ストレージ ] をクリックします。

3 [ バケット ] をクリックします。

4 [ 追加 ] をクリックします。

5 バケットに名前を付けます。

6 バケットを割り当てる SVM/ オブジェクトストアを選択します。これは、前に作成
した SVM/ オブジェクトストアと同じである必要があります。

7 [Save] をクリックします。

サーバ名は、クライアントアプリケーションによって完全修飾ドメイン名 （FQDN）として使
用されます。
ONTAP での S3 ベストプラクティス17



第 5 章     Native S3 アプリケーションとリモートクラスタ階層化の構成
  5.1　ONTAP System Manager
5.1.3 その他のオプション

■ 階層化に使用
このオプションを選択すると、ONTAP System Manager は HDD > SSD > NVMe の順に最も安価なメ
ディアにバケットを作成します。

■ パフォーマンスサービスレベル
バケットの適切な Quality of Service (QoS) を選択します。次のオプションがあります。

• Extreme
50,000 IOPS; 1562MBps

• Performance
30,000 IOPS; 937MBps

• Value
15,000 IOPS; 468MBps

• Custom
既存の QoS ポリシーを使用するか、新しいポリシーを作成します。

■ アクセス許可
既存のバケットからアクセス許可をコピーするか、アクセス許可を新規作成します。

新しいアクセス許可を作成するには、次の手順を実行します。

1 [Add Bucket] ページから、[Permissions] までスクロールダウンし、[Add] をク
リックします。

2 プリンシパルユーザーを設定します。
オプションには、SVM のすべてのユーザー（デフォルト）、すべてのパブリックユーザーと匿名
ユーザー、および SVM に関連付けられた個々のユーザが含まれます。

3 効果を設定します。
オプションには、[Allow]（デフォルト）と [Deny] があります。

バケットが階層化に使用されている場合、パフォーマンスサービスレベルは選択できません。
FabricPool は、QoS の最小値をサポートしません。

ユーザとグループは、アクセスを許可する前に設定する必要があります。「5.1.4 ユーザーとグルー
プの追加」を参照してください。
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4 アクションを設定します。
オプションには、GetObject、PutObject、DeleteObject、ListBucket （デフォルト）、
GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultipartUploads、および ListMultipartUploadParts
があります。

5 リソースを設定します。
デフォルトでは "bucket-name" と "bucket-name/*" が使用されます。

6 条件を設定します。

7 条件を追加します。
最大 10 個の条件文を追加できます。各条件ステートメントは、キー、演算子、および 1 つ以上
の値で構成されます。
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5.1.4 ユーザーとグループの追加

許可されたクライアントにのみ接続を許可する場合、すべての ONTAP オブジェクトストアでユーザー
許可が必要です。アクセス許可を使用すると、特定のバケットまたは S3 アクションへのアクセスが、
ユーザーレベルで許可、拒否、または条件付きにすることができます。

ONTAP S3 は、オブジェクトストアまたは SVM ごとに 4,000 ユーザーをサポートします。

ユーザーとグループを管理するには、以下の手順で行います。

1 ONTAP System Manager を起動します。

2 [ ストレージ ] をクリックします。

3 [Storage VM] をクリックします。

4 ユーザおよびグループを追加する SVM を選択します。

5 S3 protocol ボックスの [Edit] アイコンをクリックします。

6 [Users] または [Groups] タブを選択します。

7 [Add] をクリックします。

8 ユーザーまたはグループの名前を指定します。

デフォルトでは、バケットの作成時にルートユーザー（UID 0）が作成されます。root ユーザーは、
すべてのバケットとオブジェクトにフルアクセスできます。クライアントアプリケーションアクセ
スには root ユーザーを使用しないでください。クライアントアクセス用に追加のユーザーを作成す
る必要があります。
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9 後で使用するために、アクセスキーと秘密キーをコピーまたはダウンロードします。

10 グループを設定する場合は、ユーザーとポリシーを割り当てます。

11 ユーザを設定する場合は、Permissions メニューを使用します。

5.2 ONTAP CLI

ONTAP でオブジェクトストアを作成する最も簡単な方法は ONTAP System Manager を使用すること
ですが、ONTAP System Manager を使用してオブジェクトストアを作成した場合、カスタマイズでき
る項目が少なくなります。

たとえば、ONTAP System Manager はストレージのバケットで使用するローカル層 （アグリゲート）
を自動的に選択します。その際は推奨されるベストプラクティスが使用されますが、複雑な環境では、
選択されたローカル層は、経験豊富なストレージ管理者が使用するものとは異なる場合があります。

カスタム設定には、ONTAP CLI を使用した設定が必要です。

ONTAP CLI を使用してオブジェクトストア、バケット、および権限ユーザを作成するには、次の手順
を実行します。

1 サービスポリシーを作成します。

2 S3 を使用するデータ LIF を作成します。

3 CA 証明書をインストールします。

4 オブジェクトストアサーバを作成します。

5 バケットを作成します。

6 ユーザーを作成します。

シークレットキーは再表示されません。
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5.2.1 サービスポリシーの作成

SVM LIF で S3 データトラフィックを有効にするには、サービスポリシーが必要です。

ONTAP CLI を使用してサービスポリシーを作成するには、次のコマンドを実行します。

5.2.2 S3 を使用するデータ LIF の作成

オブジェクトストアサーバをホストするストレージ仮想マシン（SVM）には、S3 を使用してクライア
ントアプリケーションと通信するためのデータ LIF が必要です。富士通では、ベストプラクティスと
して、すべてのノードに S3 データ LIF を作成することを推奨しています。

リモートクラスタ階層化用に構成されている場合、FabricPool はクライアントで、オブジェクトスト
アはサーバです。FabricPool ではオブジェクトストアが FQDN を使用する必要があるため、すべての
S3 DATA LIF は、オブジェクトストアサーバによって使用される FQDN に関連付けられている必要が
あります。

ONTAP CLI を使用してサービスポリシーを使用する LIF を作成するには、次のコマンドを実行します。

LIF を用いるアプリケーションを期待通りに動かすために、data-s3-server サービスに加えて、すべ
てのサービスポリシーに data-core サービスを含める必要があります。

network interface service-policy create 
-vserver <name>  
-policy <name>  
-services data-s3-server, data-core  

DNS エントリの作成は ONTAP の外部で行われます。富士通では、すべての S3 データ LIF IP アドレ
スを使用する単一のホストエントリを作成することをお勧めします。
dns-zone 設定は ONTAP DNS ロードバランシング用です。

network interface create
-vserver <name>  
-lif <name>  
-service-policy <name>  
-home-node <node>  
-home-port <port> 
-address <number> 
-netmask <number> 
-status-admin up 
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5.2.3 CA 証明書のインストール

CA 証明書を使用すると、クライアントアプリケーションと ONTAP オブジェクトストアサーバの間に
信頼関係が作成されます。リモートクライアントからアクセス可能なオブジェクトストアとして使用
する前に、ONTAP に CA 証明書をインストールする必要があります。

ONTAP では自己署名証明書を生成できますが、サードパーティの認証局が発行した署名付き証明書を
使用することをお勧めします。

ONTAP CLI を使用して CA 証明書をインストールするには、次のコマンドを実行します。

5.2.4 オブジェクトストアサーバを作成する

SVM のオブジェクトストアサーバは、ファイルやブロックストレージなどの他のストレージアーキテ
クチャとは対照的に、データをオブジェクトとして管理します。

ONTAP CLI を使用してオブジェクトストアサーバを作成するには、次のコマンドを実行します。

5.2.5 ユーザーの作成

許可されたクライアントにのみ接続を許可する場合、すべての ONTAP オブジェクトストアでユーザー
認証が必要です。

ONTAP CLI を使用してユーザを作成するには、次のコマンドを実行します。

security certificate install -type server -vserver <name> -type server

FabricPool は、DNS を介して S3 データ LIF で使用されるすべての IP アドレスにこの名前解決をす
る必要があります。

vserver object-store-server create  
-vserver <name>  
-object-store-server <FQDN> 
-certificate-name <name> 
-secure-listener-port <443> 
-is-http-enabled <false> 

有効なアクセス権と秘密キーペアを持つすべての S3 ユーザは、SVM 内のすべてのバケットとオブ
ジェクトにアクセスできます。

vserver object-store-server user create 
-vserver <name>  
-user <name> 
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ONTAP CLI を使用してユーザーのアクセスと秘密キーを表示するには、次のコマンドを実行します。

5.2.6 root ユーザー

デフォルトでは、バケットの作成時にルートユーザー（UID 0）が作成されます。root ユーザーは、す
べてのバケットとオブジェクトにフルアクセスできます。クライアントアプリケーションアクセスに
は root ユーザーを使用しないでください。クライアントアクセス用に追加のユーザーを作成する必要
があります。

ONTAP 管理者は、object-store-server users regenerate-keys コマンドを実行して、この
ユーザのアクセスキーと秘密キーを設定する必要があります。

5.2.7 バケットの作成

ONTAP CLI を使用してバケットを作成するには、次のコマンドを実行します。

高度な権限レベルが必要です。

object-store-server user show 

vserver object-store-server bucket create 
-vserver <name>  
-bucket <name> 
-aggr-list <aggregate name>,<aggregate name> 
-aggr-list-multiplier <number of constituent volumes per aggregate> (default 4) 
-size <size>   
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ローカルクラスタ階層化の構成
ONTAP 9.8 以降では、FabricPool で ONTAP のバケットへの階層化がサポートされるようになり、
ONTAP から ONTAP への階層化が可能になりました。これは、既存の ETERNUS AX/HX インフラスト
ラクチャをオブジェクトストアエンドポイントとして再利用したいお客様に最適なオプションです。

ローカルクラスタの階層化を設定する場合、非アクティブデータはクラスタ LIF を使用して、ローカ
ルアグリゲート（通常は SSD）からローカルバケット（通常は HDD）に階層化されます。

300TB を超える使用頻度の低いデータを階層化する場合、最高クラスのオブジェクトストアソリュー
ションである StorageGRID の使用を推奨します。クラウド層として ONTAP または StorageGRID を使
用する場合、FabricPool ライセンスは必要ありません。

FabricPool の詳細については、富士通マニュアルサイトの「FabricPool のベストプラクティス」を参
照してください。

図 6.1 ローカルクラスタ階層化

クラスタ LIF のリソースが飽和状態になると、パフォーマンスが低下する場合があります。これを
回避するために、ローカルバケットへの階層化時に 2 ノード以上のクラスタを使用することをお勧
めします。推奨するベストプラクティスは、ローカル層とローカルバケットにそれぞれ HA ペアを
使用することです。単一ノードクラスタでのローカルバケットへの階層化はお勧めしません。
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6.1 ONTAP System Manager

ONTAP でローカル階層化用のオブジェクトストアを作成する最も簡単な方法は、ONTAP System
Manager を使用することです。これにより、CLI を使用する複数の手順が数回クリックするだけで完
了します。ONTAP System Manager を使用して作成されたオブジェクトストアでは、カスタマイズで
きる項目が少なくなりますが、富士通が推奨するベストプラクティスがデフォルトで使用されます。カ
スタム設定には、CLI による設定が必要です。

6.1.1 オブジェクトストアの設定

ローカルクラスタ階層化に使用するオブジェクトストアを作成するには、次の手順を実行します。

1 ONTAP System Manager を起動します。

2 [STORAGE] をクリックします。

3 [Tiers] をクリックします。

4 ローカル層を選択します。 

5 [More] をクリックします。

6 [Tier to Local Bucket] を選択します。

7 これがシステムの最初のローカルバケットである場合は、[New] を選択します。
新しい SVM、オブジェクトストアサーバ、およびバケットが作成されます。ONTAP System
Manager は HDD > QLC > TLC > NVMe の順に最も安価なメディアにバケットを作成します。

ローカルバケットがすでに作成されている場合は、[Existing] を選択します。

クラスタ内のすべての FabricPool ローカル層に同じローカルバケットを割り当てると、最適
化されたボリューム移動が可能になります。ボリュームの移動先となるローカル層が移動元
のローカル層と同じバケットを使用している場合、バケットに保存された移動元ボリューム
のデータはローカル層に戻りません。最適化されたボリューム移動により、ネットワーク効
率が大幅に向上します。
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8 バケット容量を設定します。

9 ボリューム階層化ポリシーを編集します（オプション）。

10 [Save] をクリックします。

6.2 ONTAP CLI

ONTAP でローカル階層化用のオブジェクトストアを作成する最も簡単な方法は ONTAP System
Manager を使用することですが、ONTAP System Manager を使用してオブジェクトストアを作成し
た場合、カスタマイズできる項目が少なくなります。

たとえば、ONTAP System Manager はストレージのバケットで使用するローカル層 （アグリゲート）
を自動的に選択します。その際、ONTAP System Manager は推奨されるベストプラクティスを使用し
ますが、複雑な環境では、選択されたローカル層は、経験豊富なストレージ管理者が使用するものと
は異なる場合があります。

カスタム設定には、ONTAP CLI を使用した設定が必要です。

ONTAP CLI を使用してローカル階層化用のオブジェクトストアとバケットを作成するには、次の手順
を実行します。

1 クラスタ SVM 上にオブジェクトストアサーバを作成します。

2 データ SVM にバケットを作成します。

3 ユーザーを作成します。
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4 オブジェクトストアとバケットを使用してクラウド層を追加します。

5 クラウド層をローカル層に割り当てます。

6.2.1 クラスタ SVM 上でのオブジェクトストアサーバの作成

ONTAP CLI を使用してクラスタ SVM 上にオブジェクトストアサーバを作成するには、次のコマンドを
実行します。

認証局（CA）が発行する証明書をインストールして使用することをお勧めしますが、ローカルで階層
化する場合は CA 証明書をインストールする必要はありません。証明書を使用しない場合は、http を
有効にし、https を無効にする必要があります。

■ オブジェクトストアのアクセス許可を設定する
アクセス許可は、オブジェクトストア内のすべての（または指定された）バケットに適用されるオブ
ジェクトストアレベルで設定できます。ONTAP CLI を使用してオブジェクトストアポリシーステート
メントを設定するには、次のコマンドを実行します。

6.2.2 データ SVM でバケットを作成する

ONTAP CLI を使用してバケットを作成するには、次のコマンドを実行します。

vserver object-store-server create  
-vserver Cluster 
-object-store-server <name> (This is the FGDN used by FabricPool)
-is-http-enabled true  
-is-https-enabled false 
-status-admin up 

vserver vserver object-store-server policy statement create  
-vserver <data svm>  
-policy <name>  
-effect <allow/deny> 
-action <*, GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBucketAcl,GetObjectAcl, 
ListBucketMultipartUploads, ListMultipartUploadParts> 
-principal <S3 user or group>  
-resource <bucket name> 

-aggr-list を使用するには高度な権限が必要です。

vserver object-store-server bucket create 
-vserver <name>  
-bucket <name> 
-aggr-list <aggregate name>,<aggregate name> 
-aggr-list-multiplier <number of constituent volumes per aggregate> (default 4)
-size <size> (95GB minimum)   
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■ バケットのアクセス許可を設定する
ONTAP CLI を使用してバケットのアクセス許可ステートメントを設定するには、次のコマンドを実行
します。

6.2.3 ユーザーの作成

許可されたクライアントにのみ接続を許可する場合、すべての ONTAP オブジェクトストアでユーザ許
可が必要です。

ONTAP CLI を使用してユーザを作成するには、次のコマンドを実行します。

ONTAP CLI を使用してユーザーのアクセスと秘密キーを表示するには、次のコマンドを実行します。

■ ユーザーグループ
ユーザーは、オブジェクトストアレベルまたはバケットレベルでポリシーステートメントに関連付け
ることができるグループに追加できます。ONTAP CLI を使用して、グループポリシーの作成とユーザー
の追加をするには、次のコマンドを実行します。

vserver vserver object-store-server bucket policy add-statement  
-vserver <data svm>  
-bucket <name>  
-effect <allow/deny> 
-action <*, GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBucketAcl,GetObjectAcl, 
ListBucketMultipartUploads, ListMultipartUploadParts> 
-principal <S3 user or group>  
-resource <bucket name, bucket-name/*> 

有効なアクセス権と秘密キーペアを持つすべての S3 ユーザは、SVM 内のすべてのバケットとオブ
ジェクトにアクセスできます。

高度な権限レベルが必要です。

vserver object-store-server user create 
-vserver <name>  
-user <name> 

object-store-server user show 

vserver vserver object-store-server group create  
-vserver <data svm>  
-name <group name> 
-users <user1, user2, etc. 
-policy <policy name>  
ONTAP での S3 ベストプラクティス29



第 6 章     ローカルクラスタ階層化の構成
  6.2　ONTAP CLI
6.2.4 オブジェクトストアとバケットを使用してクラウド層を追加する

ONTAP CLI を使用してクラウド層を追加するには、次のコマンドを実行します。

6.2.5 クラウド層をローカル層にアタッチする

ONTAP CLI を使用してローカルバケット階層をローカル層（ストレージアグリゲート）に割り当てる
場合は、次のコマンドを実行します。

storage aggregate object-store config create  
-object-store-name <name the cloud tier> 
-provider-type ONTAP_S3 
-server <name of the Cluster svm object store server> 
-container-name <bucket-name> 
-access-key <string> 
-secret-password <string> 
-ipspace Cluster 
-ssl-enabled <true/false> 
-is-certificate-validation-enabled true 
-use-http-proxy false 
-url-stle <path-style/virtual-hosted-stle> 

ローカルバケットのローカル層への割り当ては、永続的なアクションです。一度ローカルバケット
を割り当てると、ローカル層から割り当てを解除することができません。

storage aggregate object-store attach  
-aggregate <name>  
-object-store-name <cloud tier name> 
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セキュリティ
7.1 ローカル層
ストレージ暗号化（SE）、ボリューム暗号化（VE）、およびアグリゲート暗号化（AE）は、ONTAP の
バケットに書き込まれたオブジェクトに対しても同様に機能します。ONTAP では S3 に SE、VE、AE
は必要ありません。

7.2 Over the Wire

TLS/SSL 暗号化は、システムが生成した証明書を使用してデフォルトで有効になります。サードパー
ティの認証局が発行する署名付き証明書を使用することをお勧めします。

TLS 暗号化なしのクライアントオブジェクトストア通信（HTTP、ポート 80）はサポートされています
が、推奨されるベストプラクティスではありません。

7.2.1 署名バージョン 4

ONTAP の S3 では、署名バージョン 4（v4 シグニチャ）を使用する必要があります。

v2 シグニチャを使用すると、接続に失敗します。一般的に使用される S3 ブラウザを含む多くのク
ライアントアプリケーションでは、デフォルトで v2 シグニチャが使用される点に留意してくださ
い。v4 シグニチャを使用するようにクライアントアプリケーションを設定して、接続エラーを回避
します。
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サポートされている S3 アクション
8.1 バケット
アスタリスク (*) が付いたアクションは、S3 REST API ではなく ONTAP でサポートされます。

• DeleteBucket*
• DeleteBucketPolicy*
• GetBucketAcl
• GetBucketLocation (9.10.1)
• HeadBucket
• ListBuckets
• PutBucket*

8.2 オブジェクト
• PutObject
• PutObjectTaggig (9.9.1)
• GetObject
• GetObjectAcl
• GetObjectTagging (9.9.1)
• DeleteObject
• DeleteObjectTagging (9.9.1)
• HeadObject
• ListObjects
• ListObjectsV2
• ListParts
• UploadPart
• AbortMultipartUpload
• CompleteMultipartUpload
• CreateMultipartUpload
• ListMultipartUpload
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  8.3　グループポリシー
8.3 グループポリシー
これらの操作は S3 に固有のものではなく、通常は Identity and Management (IAM) に関連付けられ
ています。ONTAP はこれらのコマンドをサポートしますが、IAM REST API を使用しません。

• Create Policy
• AttachGroup Policy

8.4 ユーザー管理
これらの操作は S3 に固有のものではなく、通常は IAM に関連付けられています。

• CreateUser
• DeleteUser
• CreateGroup
• DeleteGroup

8.5 ONTAP 9.9.1

ONTAP 9.9.1 では、ONTAP S3 でオブジェクトメタデータとタグ付けをサポートします。

• PutObject、CreateMultipartUpload に、x-amz-meta-<key> を使用したキー値のペアが追加さ
れました。
例：x-amz-meta-project: ontap_s3

• GetObject および HeadObject がユーザー定義のメタデータを返すようになりました。
• タグはバケットでも使用できます。メタデータとは異なり、タグは次のものを使用してオブジェ

クトから独立して読み取ることができます。
- PutObjectTagging
- GetObjectTagging
- DeleteObjectTagging
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第 9 章  

相互運用性
表 9.1 にリストアップされている通常の相互運用性の例外は、ONTAP オブジェクトストアに固有です。

表 9.1 相互運用性

フォーカス サポート対象 未サポート
データ保護 • Cloud Sync

• S3 SnapMirror

• イレイジャー コーディング

• 情報ライフサイクル管理
• MetroCluster

• NDMP

• SnapLock technology

• SnapMirror technology

• SyncMirror technology

• オブジェクトバージョニング
• SMTape

• SVM-DR

• WORM

暗号化 • アグリゲート暗号化 （AE）

• ボリューム暗号化 （VE）

• ストレージ暗号化 （SE）

• TLS/SSL

• SLAG

ストレージ効率 • 重複排除
• 圧縮
• コンパクション

アグリゲートレベルの効率性

QoS QoS の最大値 （上限）
QoS の最小値 （フロア）

–

その他の機能 – • 監査
• FPolicy ソフトウェア

• Qtree
• クォータ
ONTAP での S3 ベストプラクティス34



　

FUJITSU Storage 
ETERNUS AX series オールフラッシュアレイ , 

ETERNUS HX series ハイブリッドアレイ
ONTAP での S3 ベストプラクティス

ONTAP 9.10.1

P3AG-6642-01Z0

発行年月　2022 年 8 月
発行責任　富士通株式会社

● 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
● 本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、

本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご
了承願います。

● 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害
については、当社はその責を負いません。

● 無断転載を禁じます。



　


	表紙
	目次
	図目次
	表目次
	はじめに
	第1章 概要
	第2章 主な使用例
	2.1 Native S3アプリケーション
	2.2 FabricPoolエンドポイント

	第3章 要件
	3.1 プラットフォーム
	3.2 データLIF
	3.3 クラスタLIF
	3.4 S3ライセンス
	3.4.1 インストール


	第4章 アーキテクチャ
	4.1 サービスポリシー
	4.2 オブジェクトストアサーバ
	4.3 バケット
	4.3.1 既定のバケット設定

	4.4 ユーザー

	第5章 Native S3アプリケーションとリモートクラスタ階層化の構成
	5.1 ONTAP System Manager
	5.1.1 オブジェクトストアの設定
	5.1.2 バケットの設定
	5.1.3 その他のオプション
	5.1.4 ユーザーとグループの追加

	5.2 ONTAP CLI
	5.2.1 サービスポリシーの作成
	5.2.2 S3を使用するデータLIFの作成
	5.2.3 CA証明書のインストール
	5.2.4 オブジェクトストアサーバを作成する
	5.2.5 ユーザーの作成
	5.2.6 rootユーザー
	5.2.7 バケットの作成


	第6章 ローカルクラスタ階層化の構成
	6.1 ONTAP System Manager
	6.1.1 オブジェクトストアの設定

	6.2 ONTAP CLI
	6.2.1 クラスタSVM上でのオブジェクトストアサーバの作成
	6.2.2 データSVMでバケットを作成する
	6.2.3 ユーザーの作成
	6.2.4 オブジェクトストアとバケットを使用してクラウド層を追加する
	6.2.5 クラウド層をローカル層にアタッチする


	第7章 セキュリティ
	7.1 ローカル層
	7.2 Over the Wire
	7.2.1 署名バージョン4


	第8章 サポートされているS3アクション
	8.1 バケット
	8.2 オブジェクト
	8.3 グループポリシー
	8.4 ユーザー管理
	8.5 ONTAP 9.9.1

	第9章 相互運用性
	奥付

