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Legal disclaimer
Alibaba Cloud reminds you to carefully read and fully understand the terms and condit ions of this legal
disclaimer before you read or use this document. If you have read or used this document, it  shall be
deemed as your total acceptance of this legal disclaimer.

1. You shall download and obtain this document  from the Alibaba Cloud website or other Alibaba
Cloud-authorized channels, and use this document  for your own legal business act ivit ies only. T he
content  of this document  is considered confident ial informat ion of Alibaba Cloud. You shall
st rict ly abide by the confident iality obligat ions. No part  of this document  shall be disclosed or
provided to any third party for use without  the prior writ ten consent  of Alibaba Cloud.

2. No part  of this document  shall be excerpted, t ranslated, reproduced, t ransmit ted, or
disseminated by any organizat ion, company or individual in any form or by any means without  the
prior writ ten consent  of Alibaba Cloud.

3. T he content  of this document  may be changed because of product  version upgrade, adjustment,
or other reasons. Alibaba Cloud reserves the right  to modify the content  of this document
without  not ice and an updated version of this document  will be released through Alibaba Cloud-
authorized channels from t ime to t ime. You should pay at tent ion to the version changes of this
document  as they occur and download and obtain the most  up-to-date version of this document
from Alibaba Cloud-authorized channels.

4. T his document  serves only as a reference guide for your use of Alibaba Cloud products and
services. Alibaba Cloud provides this document  based on the "status quo", "being defect ive", and
"exist ing funct ions" of its products and services. Alibaba Cloud makes every effort  to provide
relevant  operat ional guidance based on exist ing technologies. However, Alibaba Cloud hereby
makes a clear statement  that  it  in no way guarantees the accuracy, integrity, applicability, and
reliability of the content  of this document, either explicit ly or implicit ly. Alibaba Cloud shall not
take legal responsibility for any errors or lost  profits incurred by any organizat ion, company, or
individual arising from download, use, or t rust  in this document. Alibaba Cloud shall not , under
any circumstances, take responsibility for any indirect , consequent ial, punit ive, cont ingent ,
special, or punit ive damages, including lost  profits arising from the use or t rust  in this document
(even if Alibaba Cloud has been not ified of the possibility of such a loss).

5. By law, all the contents in Alibaba Cloud documents, including but  not  limited to pictures,
architecture design, page layout , and text  descript ion, are intellectual property of Alibaba Cloud
and/or its affiliates. T his intellectual property includes, but  is not  limited to, t rademark rights,
patent  rights, copyrights, and t rade secrets. No part  of this document  shall be used, modified,
reproduced, publicly t ransmit ted, changed, disseminated, dist ributed, or published without  the
prior writ ten consent  of Alibaba Cloud and/or its affiliates. T he names owned by Alibaba Cloud
shall not  be used, published, or reproduced for market ing, advert ising, promot ion, or other
purposes without  the prior writ ten consent  of Alibaba Cloud. T he names owned by Alibaba Cloud
include, but  are not  limited to, "Alibaba Cloud", "Aliyun", "HiChina", and other brands of Alibaba
Cloud and/or its affiliates, which appear separately or in combinat ion, as well as the auxiliary
signs and patterns of the preceding brands, or anything similar to the company names, t rade
names, t rademarks, product  or service names, domain names, patterns, logos, marks, signs, or
special descript ions that  third part ies ident ify as Alibaba Cloud and/or its affiliates.

6. Please direct ly contact  Alibaba Cloud for any errors of this document.
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Document conventions
Style Description Example

 Danger
A danger notice indicates a situation
that will cause major system changes,
faults, physical injuries, and other
adverse results.

 Danger:

Resetting will result in the loss of
user configuration data.

 Warning
A warning notice indicates a situation
that may cause major system changes,
faults, physical injuries, and other
adverse results.

 Warning:

Restarting will cause business
interruption. About 10 minutes are
required to restart an instance.

 Notice
A caution notice indicates warning
information, supplementary
instructions, and other content that
the user must understand.

 Notice:

If the weight is set to 0, the server
no longer receives new requests.

 Note
A note indicates supplemental
instructions, best practices, tips, and
other content.

 Note:

You can use Ctrl + A to select all
files.

> Closing angle brackets are used to
indicate a multi-level menu cascade.

Click Settings> Network> Set network
type.

Bold
Bold formatting is used for buttons ,
menus, page names, and other UI
elements.

Click OK.

Courier font Courier font is used for commands Run the cd /d C:/window  command to
enter the Windows system folder.

Italic Italic formatting is used for
parameters and variables.

bae log list --instanceid

Instance_ID

[] or [a|b]
This format is used for an optional
value, where only one item can be
selected.

ipconfig [-all|-t]

{} or {a|b}
This format is used for a required
value, where only one item can be
selected.

switch {active|stand}
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Alibaba Cloud NAS(Network Attached Storage) は、信頼性と可用性の高いファイルストレージサービ
スです。 ファイルシステムをコンピューティングノード (Alibaba Cloud ECS、E-HPC、Container
Service など) にマウントできます。

特長
NAS には次の機能が備わっています。

シームレス統合

Alibaba Cloud NAS では NFSv3、NFSv4、および SMB プロトコルがサポートされおり、標準のファイ
ルシステムアクセスセマンティクスが提供されています。 アプリケーションとワークロードは NAS と
シームレスに連携できます。

共有アクセス

複数のコンピューティングノードが同時に NAS ファイルシステムにアクセスできるため、同じデータ
ソースに依存するアプリケーションを多数の Alibaba Cloud ECS、E-HPC、または コンテナーサービス
インスタンスにデプロイできます。

柔軟なスケーラビリティ

NAS は実際の使用量に応じて請求されます。これは柔軟なスケーラビリティの要件を満たしています。
各 NAS ストレージタイプの容量は次のとおりです。

NAS 容量タイプとNAS Plus: ファイルシステムインスタンスの最大容量は 10 PB です。
NAS パフォーマンスタイプ: ファイルシステムインスタンスの最大容量は 1PB です。

セキュリティ管理

NAS ファイルシステムの完全なデータセキュリティを保証するために、次のような複数のセキュリティ
戦略が実装されています。

ネットワーク分離 (VPC) とユーザー分離 (クラシックネットワーク)
標準ファイルシステムのアクセス制御
権限グループのアクセス制御、詳細は権限グループの使用をご参照ください。
プライマリアカウント/RAM アカウントの権限付与、詳細はRAM を使用して RAM ユーザーに NAS
の権限を与えるをご参照ください。

パフォーマンススケーリング

Alibaba Cloud NAS は、アプリケーションワークロードに高スループット、高 IOPS、および低遅延の
ストレージを提供します。 パフォーマンスと容量の要件は、ビジネスニーズに応じて調整できます。

強い一貫性

NAS は強力な一貫性データモデルを提供します。 クラウドストレージデータへの書き込み、更新また
は削除アクションが成功すると、クラウド内のそのデータへのそれ以降のすべてのアクセスが最新の更
新を読み取ります。

利点
NAS には、コスト、信頼性、および使いやすさの面で独自の利点があります。

コスト

1.NAS の概要
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NAS ファイルシステムは、複数の計算ノードにマウントしてアクセスできるため、コピーと同期のた
めのコストを大幅に節約できます。
個々のファイルシステムのパフォーマンスはストレージ容量に比例して増減し、ハイエンドのファイ
ル記憶装置を購入する場合と比較してコストを大幅に削減します。
NAS は実際の使用量に応じて課金が行われます。 したがって、コストを節約するために必要に応じ
てシステム容量を調整できます。
高可用性により、NAS はデータセキュリティリスクを軽減し、メンテナンスコストを大幅に節約しま
す。

信頼性

99.999999999％のデータ信頼性で、Alibaba Cloud NAS は自作のファイルストレージと比較してデー
タセキュリティリスクを軽減します。

使いやすさ
Alibaba Cloud NAS は、NFSv3、NFSv4、および SMB プロトコルをサポートしています。 NAS に
よってアプリを修正することなく直接使用することができます。
NAS に保存されている任意のファイルを書き込み、更新または削除すると、クラウド内のそのファイ
ルへのそれ以降のすべてのアクセスで最新の更新を読み取ることができます。

機能
NAS は次の機能を提供します。

シナリオ 機能 参照

ファイルシステムを作成する NAS を使用するにはファイルシス
テムを作成する必要があります。 ファイルシステムの作成

ファイルシステムを管理する
ファイルシステムの詳細情報を確認
したり、ファイルシステムを削除し
たりできます。

ファイルシステム

マウントポイントを追加する
ファイルシステムをマウントするに
は、ファイルシステムにマウントポ
イントを追加する必要があります。

マウントポイントの追加

マウントポイントを管理する

マウントポイントを無効化、有効
化、または削除したり、あるいはマ
ウントポイントの権限グループを変
更したりできます。

マウントポイント

ファイルシステムをマウントする
使用に際し、ファイルシステムを計
算ノードにマウントする必要があり
ます。

Linux で NFS ファイルシステムを
マウントする

SMB ファイルシステムをマウント
する

アクセス制御

RAM を使用して、サブアカウント
に NAS の操作を権限付与すること
ができます。 ユーザーアクセスを
制御するために使用許可グループを
使うこともできます。

RAM を使用して RAM ユーザーに
NAS の権限を与える

権限グループの使用

プロダクト紹介 · NAS の概要 文件存储NAS
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ファイルシステムをバックアップす
る

NAS バックアップサービスが公開
テスト用にリリースされました。
このサービスを使って NAS ファイ
ルシステムをバックアップすること
ができます。

NAS にデータを移行する
NAS を使用するときは、ローカル
または OSS から NAS にデータを
移行する必要があります。

NAS API を使用する

NAS には、ファイルシステム上で
多様な操作を実行できるようにする
さまざまな API インタフェースが
あります。

API overview

シナリオ 機能 参照

シナリオ
NAS は以下のシナリオに適用されます。

SLB の共有ストレージと高可用性

Server Load Balancer が複数の ECS インスタンスに接続されている場合、これらのECS インスタンス
上のアプリケーションは、データを共有し負荷分散サーバーを高可用にするために、データを共有NAS
に格納します。

ファイル共有

多くのユーザーが同じファイルにアクセスする必要がある場合、管理者はデータへの共有アクセス用の
NAS ファイルシステムを作成し、必要に応じてユーザーまたはユーザーグループにファイルまたはディ
レクトリへのアクセスを許可できます。

データバックアップ

Alibaba Cloud NAS を使用すると、２つのデータポイント間のファイルアクセスインターフェイスの互
換性を維持しながら、ローカルのオフラインデータをクラウドにバックアップできます。

サーバーログの共有

将来の集中処理とログの分析を容易にするために、複数のコンピューティングノード上のアプリケー
ションのサーバーログが共有 NAS に保存されます。

料金
NAS は従量課金とサプスクリプションの ２ つの方法で実際の使用に応じて請求されます。

詳細な価格情報については、 課金方法を参照してください。

文件存储NAS プロダクト紹介 · NAS の概要
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Alibaba Cloud NAS は、NFSv3 および NFSv4 プロトコルをサポートし、データアクセスに標準のファイ
ルシステム構文を使用します。 メインストリームアプリと作業負荷を、修正の必要がなくシームレスに使
用するために統合することができます。

共有アクセス
複数のコンピューティングノードが同じファイルシステムインスタンスに同時にアクセスできるので、ア
プリが複数の ECS、HPC、またはDockerインスタンスにわたってデプロイされ、同じデータソースにアク
セスする必要があるユースケースに適しています。

オートスケーリング
単一ファイルシステムは1ペタバイトの容量上限を持ち、実際の使用量によって課金され、柔軟なスケー
ラビリティの要件を完全に満たします。

セキュリティ管理
ネットワーク分離 (VPC)/ ユーザー分離 (クラシックネットワーク)、ファイルシステム標準のアクセス許
可制御、権限グループのアクセス制御、およびファイルシステムのデータセキュリティを保証するための
RAM マスターアカウントとサブアカウントの権限付与を含む複数のセキュリティメカニズムがありま
す。

線形拡張性能
Alibaba Cloud NAS は、アプリの作業負荷に対して高スループット、高 IOPS、および低遅延のストレー
ジを提供できます。 一方、パフォーマンスと容量の間の線形関係は、ビジネスの成長から生じる容量とス
トレージのパフォーマンス要件を満たします。

強い一貫性
ファイルへの変更が正常に返された後の一貫性に対する強力なサポートにより、その後に行われる他のア
クセスはすぐに最終結果が確認できます。

2.機能と特長
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Alibaba Cloud NAS (Network Attached Storage) のターゲットシナリオをより正確に識別するため
に、NAS のアプリケーションシナリオは次の５つのタイプに分類できます。

エンタープライズアプリケーション
高いスケーラビリティ、柔軟性、可用性およびパーシステンスを備えた NAS を使用すると、エンタープ
ライズアプリケーションとサービスとして配信されるアプリケーションのファイルを保存できます。 NAS
は標準のファイルシステムインターフェイスとセマンティクスを提供します。 したがって、新しいアプリ
ケーションの構築や、エンタープライズアプリケーションの Alibaba Cloud への移行が容易にできます。

メディアとエンターテイメントのワークフロー
共有ストレージは、ビデオ編集、オーディオとビデオの制作、ブロードキャスト処理、サウンドのデザイ
ンとレンダリングなどのメディアワークフローで大きなファイルを処理するために使用されます。 強力な
データ一貫性モデル、高スループットおよび共有ファイルアクセスにより、NAS はワークフローを完了
し、複数のローカルファイルレポジトリをすべてのユーザーがアクセスできる単一のレポジトリに結合す
るのに必要な時間を短縮できます。

ビッグデータ分析
NAS は、ビッグデータアプリケーションに必要な規模、パフォーマンスおよび機能を提供できます。たと
えば、コンピューティングノードの高スループット、書き込み後の読み取りの一貫性および待ち時間の少
ないファイル操作などです。 多くの分析ワークロードはデータのやり取りにファイルインターフェイスを
使用し、ファイルロックなどのファイルシステムのセマンティクスに依存します。 さらに、ワークロード
はファイルの一部を書き込む必要もあります。 NAS は必要なファイルシステムのセマンティクスをサ
ポートし、スケーラブルな容量とパフォーマンスを提供できます。

コンテンツ管理と Web サービス
高いスループットとパーシステンスを備えたファイルシステムとして、NAS はコンテンツ管理システムや
Web サービスアプリケーションで使用され、Webサイトやオンラインパブリッシングおよびアーカイブ
アプリケーションのために情報を保存および提供することができます。 NAS は、予想されるファイルシ
ステムのセマンティクス、ファイルの命名規則、および Web セマンティクス開発者が利用するのに慣れ
ている権限に従います。 したがって、NAS を Web アプリケーションと簡単に統合して、Web サイトや
オンラインパブリッシングおよびアーカイブアプリケーションで使用することができます。

コンテナーストレージ
高速プリセット、移植性、プロセス分離などの機能により、コンテナはマイクロサービスの構築に理想的
です。 起動時に毎回生データにアクセスするコンテナでは、どのインスタンスで実行されていても、これ
らのコンテナがファイルシステムにアクセスできるようにするために共有ファイルシステムを必要としま
す。 NAS はファイルデータへの永続的な共有アクセスを提供するため、コンテナストレージには最も適
しています。

3.シナリオ
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次の表は、NAS で使用されている用語の一覧です。

用語 説明

マウントポイント

マウントポイントは、VPC または従来のネットワーク
におけるファイルシステムのアクセスアドレスです。
各マウントポイントはドメイン名にマッピングされま
す。  マウント コマンドを使用すると、マウントポイ
ントのドメイン名を指定して、対応する NAS ファイル
システムをローカルの保存先にマウントできます。

権限グループ

権限グループは、NAS のホワイトリストとして機能し
ます。 権限グループにルールを追加して、IP アドレス
または IP セグメントに対するアクセス許可を指定でき
ます。

説明 各マウントポイントは、権限グループ
に割り当てられている必要があります。

権限付与オブジェクト

権限付与オブジェクトは、権限付与グループルールの属
性です。 権限グループルールが適用されるターゲット
を表します。

VPC では、権限付与されたオブジェクトは単一の IP ア
ドレスまたは IP セグメントです。

従来のネットワークでは、権限付与されたオブジェクト
は単一の IP アドレス (通常は ECS インスタンスのイン
トラネット IP アドレス) にしかなれません。

4.用語集
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5.ストレージタイプ
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NAS は SMB プロトコルをサポートしています。 ただし、いくつかの制限に注意を払う必要があります。

はじめに
SMB (Server Message Block) は、CIFS (Common Internet File System) とも呼ばれますが、CIFS は通
常、SMB2 より前の SMB プロトコルを指します。 SMB は、ネットワーク上のファイル、プリンターその
他の共有リソースにアクセスするために使用される、アプリケーション層の通信プロトコルです。 NASド
キュメントに記載されている SMB は、Alibaba Cloud NAS でサポートされている SMB 2.0 以降のバー
ジョンを指します。

NFS と比較して、SMB プロトコルは Windowsクライアントにより適しています。 Windows の多くの
バージョンでは、SMB プロトコルを完全にサポートし、ほとんどの Windows アプリケーションは変更な
しに SMB プロトコルを通して NAS にアクセスすることができます。 Windows クライアントのファイル
共有システムとして SMB を使用することを推奨します。

機能の特長
NAS の SMBサポートは次の機能を提供します。

SMB 2.0 以降のバージョンをサポートしており、Windows Vista、Windows Server 2008およびそれ
以降の Windows すべてに対応していますが、Windows XP、Windows Server 2003、およびそれ以前
のバージョンはサポートしていません。 主な理由は、SMB 2.0 以降のバージョンと比較して SMB 1.0
は、大きな設計上の違いがあり、パフォーマンスと機能に重大な欠陥があることと、Microsoft は、
SMB 1.0 しかサポートしていない Windows や、古いバージョンの Windows をもうサポートしていな
いためです。

ファイルシステムの容量とパフォーマンスは、単一の名前空間で線形に拡大縮小できます。 単一ファイ
ルシステムは最大容量として、ペタバイトサイズのデータ を１０億個まで持つことができます。

SMB は、ユーザーデータのプライバシーを保護するために、VPC およびクラシックネットワークでの
セキュアなアクセス制御をサポートします。 SMB は、マウントポイントの権限グループを提供し、コ
ンソールアクセス (RAM API) のための RAMをサポートしています。

アクセス方法: 各マウントポイントは１つの共有のみを提供し、myshare という名前に統一します。
このSMB 共有にアクセスするために  \\mount_point\myshare  を使用することができます。 クラシッ
クまたは VPC のネットワークで複数の仮想ホストが、同時に同じ SMB ファイルシステムにアクセスす
ることができます。

NFS と同様、SMB は同じ分散型で可用性の高い基本ファイルシステムに基づいているため、同じ SLA
を提供します。 ファイルの数と長さの制限も NFS と同様です。

制限
パブリック クラウド環境と従来のエンタープライズ環境は、特にクライアントの多様性と複雑さの点で異
なります。 いくつかの SMB 機能はサポートされていません。 これらのサポートされていない機能は、ほ
とんどのアプリケーションの動作に影響を与えません。 次の機能はサポートされています。

Linux クライアントによるアクセス

NFS と SMB の両方から同じファイルシステムへのアクセス、および WAN 経由で SMB ファイルシステ
ムへの直接アクセス

ファイルとディレクトリの ACL (ファイルシステムの ACL はサポートされています)

拡張ファイル属性および Oplock、ならびにリースベースのクライアントキャッシュ

6.SMB プロトコルの制限
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スパースファイル、ファイル圧縮、NIC ステータスクエリ、リパースポイント、その他の IOCTL/FSCTL
操作

代替データストリーム

SMB ダイレクト、SMB マルチチャネル、SMB ディレクトリリース、永続ファイルハンドルその他、
SMB 3.0 以降のバージョンで提供されるプロトコル機能
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NAS (Network Attached Storage) は、NFSv3 および NFSv4 プロトコルをサポートしています。 ただ
し、以下の制限に注意する必要があります。

NFSv4.0 でサポートされていない属性には、FATTR4_MIMETYPE、FATTR4_QUOTA_AVAIL_HARD、
FATTR4_QUOTA_AVAIL_SOFT、FATTR4_QUOTA_USED、FATTR4_TIME_BACKUP、および
FATTR4_TIME_CREATE があります。 これらの属性が試されると、NFS4ERR_ATTRNOTSUPP エラーが
クライアントに返されます。

NFSv4.1 でサポートされていない属性には、FATTR4_DIR_NOTIF_DELAY、
FATTR4_DIRENT_NOTIF_DELAY、FATTR4_DACL、FATTR4_SACL、FATTR4_CHANGE_POLICY、
FATTR4_FS_STATUS、FATTR4_LAYOUT_HINT、FATTR4_LAYOUT_TYPES、
FATTR4_LAYOUT_ALIGNMENT、FATTR4_FS_LOCATIONS_INFO、FATTR4_MDSTHRESHOLD、
FATTR4_RETENTION_GET、FATTR4_RETENTION_SET、FATTR4_RETENTEVT_GET、
FATTR4_RETENTEVT_SET、FATTR4_RETENTION_HOLD、FATTR4_MODE_SET_MASKED、および
FATTR4_FS_CHARSET_CAP があります。 これらの属性が試されると、NFS4ERR_ATTRNOTSUPP エ
ラーがクライアントに返されます。

NFSv4.1 でサポートされていない OP には、OP_DELEGPURGE、OP_DELEGRETURN および
NFS4_OP_OPENATTR があります。 これらの OP が試行されると、NFS4ERR_NOTSUPP エラーがクラ
イアントに返されます。

NFSv4 は現在、委任をサポートしていません。

UID と GID に関する問題

NFSv3 プロトコルでは、ファイルの UID または GID が Linux ローカルアカウントに存在する場合、
対応するユーザー名またはグループ名がローカル UID と GID のマッピング関係に基づいて表示され
ます。ファイルの UID または GID がローカルアカウントに存在しない場合は、UID または GID が直
接表示されます。

NFSv4 プロトコルの場合、ローカル Linux カーネルのバージョンが 3.0 より前の場合、すべてのファ
イルの UID と GID は nobody として表示されます。バージョンが 3.0 以降の場合、表示規則は
NFSv3 プロトコルの表示規則と同じです。

説明 ファイルシステムのマウントに NFSv4 プロトコルを使用していて、Linux カーネルの
バージョンが 3.0 より前の場合は、ファイルまたはディレクトリの所有者あるいはグループを変
更しないことをお勧めします。 それ以外の場合は、ファイルまたはディレクトリの UID と GID
は nobody に変更されます。

単一のファイルシステムは、最大 10,000 のコンピューティングノードによって同時にマウントし、ア
クセスすることができます。

7.NFS プロトコル制限
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