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1 NAS の概要
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。

特⻑
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。
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• 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

- 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。
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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

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。
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シナリオ 機能 参照
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
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。
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2 機能と特⻑
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、ビジネスの成⻑か
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。
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3 シナリオ
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。
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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。
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4 保管タイプ
NASには、NAS通常とCloud Paralled File System（CPFS）の2種類のストレージがありま
す。
• NAS 基本タイプ分散ファイルストレージのシナリオに適⽤され、容量タイプとSSDパフォーマ

ンスタイプの2つの製品タイプがあります。
• クラウド並列ファイル システム並列ファイルシステムです。 現在はベータテスト段階です。
次の表は、各ストレージタイプの利点と適⽤シナリオをまとめたものです。
ストレージタイプ 利点 適⽤シナリオ
容量タイプ ⼤容量と低コスト ビッグデータ分析、ファイル

共有、データ バックアップな
ど、⾼い拡張性および費⽤を
重視するワークロード

SSD パフォーマンスタイプ 低遅延及び⾼速度。 エンタープライズアプリケー
ション、Webサイトコンテ
ナ、検索タスクなど、ランダ
ムなI / Oを集中的に使⽤し、
待ち時間に敏感なワークロー
ド

CPFS 低レイテンシ、⾼スループッ
ト、およびパラレルI / O

⾼性能コンピューティングな
ど、⾼いI / Oとスループッ
トを持つ⾼度に並列なアプリ
ケーションとワークロード
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5 ストレージタイプ
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6 NFS プロトコル制限
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_QUO

TA_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_CHA
NGE_POLICY、FATTR4_FS_STATUS、FATTR4_LAYOUT_HINT、FATTR4_LAY
OUT_TYPES、FATTR4_LAYOUT_ALIGNMENT、FATTR4_FS_LOCATIONS_INFO、
FATTR4_MDSTHRESHOLD、FATTR4_RETENTION_GET、FATTR4_RETENTION_SET
、FATTR4_RETENTEVT_GET、FATTR4_RETENTEVT_SET、FATTR4_RET
ENTION_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_NO
TSUPP 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。

注 :
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
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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。
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7 SMB プロトコルの制限
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。

機能の特⻑
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_poin t \ 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。
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• 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。 ファイルの数と⻑さの制限も 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
• 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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