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1 はじめに 

 背景 

StorSimple 8000 シリーズは 2022 年 12 月に提供終了となります。これにともない、サポートや

ハードウェアの部品交換および修理サービスを受けることができなくなります。ソフトウェア更

新プログラムの提供も終了します。ファイルサーバーサービスの継続のためには別ソリューショ

ンへの移行が必要です。 

 

 

 目的 

本書では、StorSimple 8000 シリーズの移行案として、Microsoft Azure で提供されている Azure 

File Sync と StorSimple データ マネージャーを使用したソリューションを紹介いたします。 

本書は下記のガイドに沿って、特に手順に焦点を置いて解説しています。ガイドを参照すること

で、移行に必要となる知識についての理解を深めることができます。 

⚫ StorSimple 8100 および 8600 から Azure File Sync への移行 

 

 

 Azure File Sync について 

Azure File Sync は、オンプレミスの Windows Server またはクラウド VM に多数の Azure Files

をキャッシュできるサービスです。 

ファイルは Azure Files のクラウドに格納されます。 Azure Files は 2 つの方法で使用できま

す。これらのサーバーレスの Azure Files (SMB)を直接マウントするか、Azure File Sync を使用

してオンプレミスで Azure Files をキャッシュします。 

 

 

 StorSimple データ マネージャー 

StorSimple データ マネージャー は StorSimple のバックアップデータを Azure Files または 

Azure Blob Storage にコピーできるサービスです。 

ファイルサーバーサービス移行のためのコピー先として、本書では Azure Filesを選択します。 

ファイルとフォルダーの構造、メタデータ、バックアップを保持することが重要でない場合は 

Azure Blob Storage が適切な選択肢になります。 

 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/storage/files/storage-files-migration-storsimple-8000
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 本書の構成 

⚫ ソリューション比較 

StorSimple 8000 シリーズと Azure File Sync の機能、コストについて比較しています。 

⚫ 設計 

設計に必要となる構成要素や要素間の関係、考慮事項を記載しています。 

⚫ 準備作業 

移行手順を開始する前に必要なオンプレミス環境と Azure 環境の通信経路確保を中心に記載

しています。 

⚫ 移行手順 

移行時に一時的に使用する構成要素および移行後も継続的に使用する構成要素のデプロイ手

順や、データを段階的に移行する手順を記載しています。 

⚫ 事後作業 

移行後の StorSimple 関連のリソースの停止、廃止の手順を記載しています。 

 

 

 注意事項 

⚫ 本手順書は 2022 年 1 月時点の情報を元に記載されています。画面や設定手順は予告なく変更

される可能性があります。 

⚫ 移行ジョブの失敗などの問題が発生した場合はマイクロソフト社のサポートに問い合わせて

ください。 
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2 ソリューション比較 

 機能比較 

主な機能、性能の差異は下表の通りです。「Azure File Sync」列の「○」「◎」は StorSimple 8000

シリーズとの相対評価を表しています。 

〇：同等の機能、性能を備えている 

◎：追加の利点がある 

比較項目 StorSimple 8000 シリーズ Azure File Sync 

スケーラビリティ 
(最大容量) 

ローカル：8.5TB/22.5TB 

〇 

ローカル：ヘッドサーバーのディスク容量

に依存 

ローカル＋クラウド：

200TB/500TB 
クラウド：100TB(1 共有あたり) 

パフォーマンス 
利用頻度に応じて SSD/HDD/クラ

ウドに配置 
〇 利用頻度に応じて SSD/HDD/クラウドに配置 

ティアリング 1 種類のみ 〇 1 種類のみ 

対応プロトコル 

ブロック：iSCSI 

〇 

- 

ファイル：未対応※ヘッドサー

バーを利用することで SMB、NFS

に対応可能 

ファイル：未対応※ヘッドサーバーを利用

することで SMB、NFS に対応可能 

ストレージ効率化 重複排除、圧縮 〇 
重複排除、圧縮 

※Azure Files 内のデータは重複除去されません。 

バックアップ Azure BLOB にバックアップ 〇 Azure Backup 

リストア 
ボリューム単位でのリストアが

可能 
◎ 

ボリューム単位、ファイル単位のリストア

が可能 

DR RTO：大、RPO：15 分～ ◎ RTO：小、RPO：小 

暗号化 
(Data in Motion) 

TLS 〇 TLS 

暗号化 
(Data at Rest) 

Azure Storage 暗号化 〇 Azure Storage 暗号化 

ネットワーク 
(Azure との接続) 

インターネット(HTTPS) 〇 インターネット(HTTPS) 

マルウェア対策 ウイルススキャンは非推奨 ◎ 

ヘッドサーバーにウイルス対策ソフトを導

入することで対応可能(オフライン属性をス

キップすること) 

管理対象 

・StorSimple 

◎ 

・Azure ストレージアカウント 

・ヘッドサーバー ・ヘッドサーバー 

・StorSimple Manager  

・StorSimple Cloud Appliance 

 

フォームファクタ 2U～4U + ヘッドサーバー ◎ オンプレミス Windows サーバー 
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 コスト比較 

比較項目 StorSimple 8000 シリーズ Azure File Sync 

初期費用 ・ヘッドサーバー調達費用 

・ヘッドサーバー用 Windows サーバーOS 

・オンプレミス Windows サーバー調達費用 

・オンプレミス Windows サーバー 

導入作業工数 ・30 時間～50 時間 

 (データ移行は除く) 

・20 時間～30 時間 

 (データ移行は除く) 

移行作業で利

用する Azure

リソース 

― 

・StorSimple データ マネージャー*1 

・データ転送量*2 

ランニング 

費用 

・Azure リソース使用料/データ転送料 

StorSimple サブスクリプション*3 

・ヘッドサーバー保守費用 

・Azure リソース使用料/データ転送料*4 

・オンプレミス Windows サーバー保守費用 

Azure リソー

ス費用例*5 

・10TB の Azure 利用費用 

 月額 約 18 万円*6 

  

・50TB の Azure 利用料 

  月額 約 33 万円*6 

・10TB の Azure 利用費用 

 月額 約 6 万円 

 

・50TB の Azure 利用料 

 月額 約 23 万円 

*1 StorSimple Data Manager の利用費用は発生しません。 

*2 Files から FileSyncサーバーへのキャッシュ領域のダウンロード課金。 

その他、StorSimpleストレージ アカウントと Azure Files が別リージョンに配置されている場合はリージョン間転

送料が発生。¥2.313/GB～(2022年 2 月現在) 

*3 クラウドアプライアンスはシャットダウン時も課金継続 

*4 使用する Azure リソースは下記のとおり。金額は東日本リージョン、従量課金の場合の参考価格(2022年 2 月現在)。

下記以外にデータ転送料も発生 

・Virtual Network Gateway：¥3,037.97/月～ (SKU:Basic) 

・Azure Files：¥3.4681/GiB/月～ (冗長性:LRS、アクセス層：ホット) 

・Azure File Sync：¥838.101/月～ ※Azure Files に接続するサーバー1 台あたりの金額。2台目から課金対象。 

*5 バックアップ/スナップショットに関する要件/設定により変動いたします 

*6 StorSimple8100 のサブスクリプション費用を含んでおります 
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3 設計 

この章では移行後の構成要素とシステム構成について記載しています。設計にあたってはそれぞれの

構成要素と要素間の関係を把握することが重要です。設計時に考慮すべき事項についても記載してい

ます。 

これらの情報をもとに各構成要素の物理的、論理的な配置や個別のパラメータを設計します。また既

存環境の変更や新規調達に関するタスクの洗い出しも実施します。 

 

 構成要素 

構成要素 要否 移行前構成の 

該当コンポーネント 

備考 

Windows 

ファイル サーバー 

必須 StorSimple 

ヘッドサーバー 

SMB 共有をユーザーに提供 

Windows Server 2019 を推奨 

Azure Files 

(Azure ファイル共有) 

必須 Azure BLOB Storage  

Azure File Sync 必須 StorSimple 8000  

シリーズ 

オンプレミス Windows サーバ

ーと Azure Files のデータを

同期 

Express Route 

Gateway 

オプ 

ション 

- オンプレミス環境と Azure環

境のネットワーク接続 

VPN Gateway オプ 

ション 

- オンプレミス環境と Azure環

境のネットワーク接続 
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4 手順概要 

 全体構成 

全体構成は以下の図の通りです。 

 

⚫ オンプレミス環境と Azure環境の接続は ExpressRouteとインターネット VPNのいずれも利用

可能です。本書ではインターネット VPN 接続の場合の手順を記載していますが、ExpressRoute

の場合も移行の手順は同様です。 

⚫ 上記の図では Windows ファイルサーバーはオンプレミス環境に配置していますが、Azure 環

境に仮想マシンとして配置することも可能です。 

⚫ 本書では Azure Files へのアクセス方法として Azure File Sync を利用する前提としていま

す。別のアクセス方法としては直接共有アクセス(ID ベースのアクセス)があります。 
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 手順概要 

移行の手順は下表の通りです。各タスクの詳細は以降の章で記載します。 

タスク 概要 

事前準備 オンプレミス環境とAzure環境のリソース

が通信できるように構成します。 

移
行 

フェーズ 1 移行準備 移行に必要となる情報の整理を行います。 

フェーズ 2 
Azureリソースのデプロイ データ移行先のAzureリソースを準備しま

す。 

フェーズ 3 
移行ジョブの作成と実行 データ移行のためのジョブを作成して実

行します。 

フェーズ 4 

Azure Files への 

アクセス 

Azure Files にアクセスするための

Windows ファイルサーバーや Azure File 

Sync を構成します。 

フェーズ 5 

カットオーバー StorSimple ヘッドサーバーから Windows

ファイルサーバーに最終の差分コピーを

実行して、移行後の環境の利用を開始しま

す。 

事
後
作
業 

フェーズ 6 StorSimple の 

プロビジョニング解除 

StorSimple 物理アプライアンスの撤去や

Azure 上のリソースの削除を実施します。 
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5 事前作業 

事前作業として下記のタスクを実施します。 

➢ オンプレミス環境と Azure 環境との接続 

➢ ファイアウォールの通信許可設定の追加 

➢ ルーティング設定 

 オンプレミス環境と Azure環境との接続 

オンプレミス環境と Azure 環境のサイト対サイト間 VPN 接続を構成するために以下の作業を実施

します。 

⚫ 仮想ネットワークの作成 

仮想ネットワークゲートウェイ用のサブネットを配置する仮想ネットワークを作成します。 

⚫ 仮想ネットワーク ゲートウェイの作成 

オンプレミス環境の VPN デバイスと VPN 接続のための仮想ネットワーク ゲートウェイを構

成します。 

仮想ネットワーク ゲートウェイの構成画面にアクセスするにはAzureポータルの[リソース、

サービス、ドキュメントの検索]フィールドに「仮想ネットワーク ゲートウェイ」と入力し

ます。検索結果から[仮想ネットワーク ゲートウェイ]を選択して[追加]を選択します。 

設定値を入力して[確認および作成]を選択して、確認画面で[作成]を選択します。 

- 地域：前の手順で作成した仮想ネットワークと同じ地域を選択します。 

- ゲートウェイの種類：「VPN」を選択します。 

- 仮想ネットワーク：前の手順で作成した仮想ネットワークを選択します。 

その他の項目は必要な帯域幅、可用性のレベル、オンプレミス環境の VPN デバイスの仕様に

応じて選択します。 

⚫ ローカル ネットワーク ゲートウェイの作成 

オンプレミス環境の VPNデバイスや IPアドレス範囲の情報もとにローカル ネットワーク ゲ

ートウェイを作成します。 

ローカル ネットワーク ゲートウェイの構成画面にアクセスするには Azure ポータルの[リ

ソース、サービス、ドキュメントの検索]フィールドにします。検索結果から[ローカル ネッ

トワーク ゲートウェイ]を選択して[追加]を選択します。 

設定値を入力して [作成]を選択します。 

- IP アドレス：VPN デバイスのパブリック IP アドレスを入力します。 

- アドレス空間：オンプレミス環境の IP アドレス範囲を入力します。少なくとも C190 の

クラスタ間 LIF およびクラスタ管理 LIF が所属するネットワークセグメントを含める必

要があります。 

その他、サブスクリプションなどを入力します。 

⚫ オンプレミス環境の VPN デバイスの構成 

オンプレミス環境の VPN デバイスでの作業を実施します。 

VPN デバイスに関するページを参照してオンプレミス環境の VPN デバイスを構成します。 

構成の際に下記の情報が必要になります。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpn-devices
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- 共有キー：任意の文字列。次の手順(「VPN 接続の作成」)を実施する際にも同じ共有キー

を指定します。 

- 仮想ネットワーク ゲートウェイのパブリック IP アドレス：Azure ポータルの[仮想ネッ

トワーク ゲートウェイ] > (前の手順で作成した仮想ネットワーク ゲートウェイ名) > 

[概要]もしくは[プロパティ]で確認できます。 

⚫ VPN 接続の作成 

Azure ポータルの[仮想ネットワーク ゲートウェイ] > (前の手順で作成した仮想ネットワー

ク ゲートウェイ名) > [接続]の画面で[追加]を選択します。 

設定値を入力して[OK]を選択します。 

- 接続の種類：サイト対サイト (IPsec) 

- 仮想ネットワーク ゲートウェイ：前の手順で作成した仮想ネットワーク ゲートウェイ

の名前を指定します。 

- ローカル ネットワーク ゲートウェイ：前の手順で作成したローカル ネットワーク ゲ

ートウェイの名前を指定します。 

- 共有キー：オンプレミス環境の VPN デバイスに設定した共有キーを入力します。 

- IKE プロトコル：オンプレミス環境の VPN デバイスの設定に合わせて「IKEv1」か「IKEv2」

を選択します。 

⚫ VPN 接続の確認 

仮想ネットワーク ゲートウェイの構成画面にアクセスするにはAzureポータルの[リソース、

サービス、ドキュメントの検索]フィールドに「接続」と入力します。 

[状態]が「接続済み」となっていることを確認します。 
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 ファイアウォールの通信許可設定の追加 

オンプレミス環境のファイアウォールに通信許可設定を追加します。ファイアウォール以外にも

オンプレミス環境と Azure環境との通信を制御する機器がある場合は通信許可設定を追加します。 

下記の通信許可設定の追加が必要となります。 

送信元 送信先 ポート 

オンプレミス Windows サーバー Azure Files TCP/443 

 

 

 ルーティング設定 

ファイアウォールで通信許可設定を実施した通信については、経路確保のためのルーティング設

定も必要になります。ファイアウォールやその他経由するネットワーク機器でルーティング設定

を実施します。 

 

  



 

11 

 
Copyright© 2022 Y2S Corporation All rights reserved. 

 

6 移行 

 

 フェーズ 1：移行準備 

移行準備として、StorSimple サービス データ暗号キーと StorSimple ボリュームのバックアップ

について確認します。確認した結果は後に移行ジョブを作成する際に必要となります。 

 

 StorSimple のサービス データ暗号化キー 

StorSimple アプライアンス導入時に生成された「サービス データ暗号化キー」を準備します。 

「サービス データ暗号化キー」はデータ移行ジョブを作成する際に使用します。 

「サービス データ暗号化キー」が不明の場合は以下の手順を実行します。 

(1)  サービス データ暗号化キーを変更するデバイスの承認 

サービス データ暗号化キーを変更する場合、変更対象となるデバイスの承認を行う必要があ

ります。承認はサービス管理者によって、Azure Resource Manager ベースのスクリプトを使

用して実行します。承認されたデバイスは、サービス データ暗号化キー変更プロセスを開始

できるようになります。 

スクリプトの使用の詳細については、「Authorize-ServiceEncryptionRollover.ps1」を参照

してください。 

 

サービス データ暗号化キーの変更を承認するデバイスは下記の条件を満たしている必要が

あります。 

・ デバイスのステータスがオンラインである必要があります。 

・ キーの変更が開始されなかった場合は、30 分経過後にもう一度同じデバイスを承認でき

ます。 

・ 別のデバイスを承認するには、既に承認済みのデバイスによってキーの変更が開始され

ていないことが条件となります。 新しいデバイスが承認された後に、以前のデバイスが

変更を開始することはできません。 

・ サービス データ暗号化キーのロールオーバーの実行中に、デバイスを承認することはで

きません。 

・ サービスに登録されているデバイスの中に、暗号化をロールオーバーしたデバイスと、

ロールオーバーしていないデバイスがある場合、デバイスを承認できます。 

 

(2)  サービス データ暗号化キーの変更 

この手順は、承認済みの StorSimple デバイスの StorSimple 用 Windows PowerShell イン

ターフェイスで実行します。 

1. StorSimple 用 Windows PowerShell を使用して、コンソールに接続します。 オプショ

ン 1 を選択して、フル アクセスでログオンします。 

2. 「Invoke-HcsmServiceDataEncryptionKeyChange」コマンドを入力し、実行します。 

3. コマンドレットが正常に完了すると、新しいサービス データ暗号化キーが表示されま

https://github.com/anoobbacker/storsimpledevicemgmttools/blob/master/Authorize-ServiceEncryptionRollover.ps1
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す。 このキーをコピーし、「(3) デバイスでサービス データ暗号化キーの更新(オプシ

ョン)」で使用するために保存します。 このキーは、StorSimple Manager サービスに登

録されている残りのすべてのデバイスの更新に使用されます。 

※このプロセスは、StorSimple デバイスを承認してから 4 時間以内に開始する必要が

あります。 

 

StorSimple Manager サービスに登録されているデバイスが 1 台の場合は、サービスデータ

暗号化キーの変更はこれで完了となります。 

StorSimple Manager サービスに登録されているデバイスが複数ある場合は、「(3) デバイス

でサービス データ暗号化キーの更新(オプション)」を実行する必要があります。 

4 時間を経過すると、この新しいキーはサービスに送信され、サービスに登録されているす

べてのデバイスにプッシュされ、登録済みのデバイス上でのすべての操作が無効になり、サ

ービスのダッシュボードにアラートが表示されます。 

その後、デバイスの管理者は、他のデバイスのサービス データ暗号化キーを更新する必要が

あります。 

ただし、I/O (データをクラウドに送信するホスト) は中断されません。 

 

(3)  デバイスでサービス データ暗号化キーの更新(オプション) 

物理デバイス上のサービス データ暗号化キーを更新 

1. StorSimple 用 Windows PowerShell を使用して、コンソールに接続します。 オプショ

ン 1 を選択して、フル アクセスでログオンします。 

2. 「Invoke-HcsmServiceDataEncryptionKeyChange -ServiceDataEncryptionKey」と入力し、

実行します。 

3. 「(2) サービス データ暗号化キーの変更」で取得したサービス データ暗号化キーを指

定します。 

 

すべての 8010/8020 クラウド アプライアンス上のサービス データ暗号化キーを更新 

1. PowerShell スクリプト「Update-CloudApplianceServiceEncryptionKey.ps1」をダウン

ロードします。 

2. PowerShell を開き、[]内に適切なパラメータを設定した次のコマンドを入力し、実行し

ます。 

Update-CloudApplianceServiceEncryptionKey.ps1 -SubscriptionId [subscription] -

TenantId [tenantid] -ResourceGroupName [resource group] -ManagerName [device 

manager] 

 

 

 StorSimple ボリュームのバックアップ 

移行ジョブで移行元として指定できるのは StorSimple ボリュームのバックアップのみです。ラ

https://github.com/anoobbacker/storsimpledevicemgmttools/blob/master/Update-CloudApplianceServiceEncryptionKey.ps1
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イブボリュームからデータを移行することはできません。 

StorSimple ボリュームの差分バックアップを移行することもできます。移行後は Azure Files

の共有スナップショットとして識別されます。 

移行ジョブを作成する際、複数の世代のバックアップを移行対象として指定できます。最新の

バックアップ(指定必須)に加えて、どの差分バックアップを移行対象とするか決めておく必要

があります。 

以下は移行対象のリストの例です。 

・ 最新のバックアップ(必須) 

・ 12 か月分の月次バックアップ 

・ 3 年分の年次バックアップ 

バックアップが全くない場合は移行ジョブを作成する前に手動でバックアップを取得する必要

があります。 

 

 

 フェーズ 2：Azure リソースのデプロイ 

データ移行先となる Azure Files をデプロイします。 

 

 Azure Files のデプロイ 

⚫ Azure Files 用のストレージ アカウントを作成します。Azure ポータルの[ストレージ ア

カウント]サービスに移動して、[追加]を選択します。 

 
⚫ サブスクリプションやストレージ アカウント名を指定して[次へ：詳細設定]を選択します。 
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⚫ [Azure Files]の[大きいファイルの共有を有効にする]に必要に応じてチェックを入れ、

[次へ：ネットワーク] を選択します。無効の場合 5TiB、有効の場合は 100TiB がファイル

共有一つ当たりの最大サイズとなります。 

※[基本]タブの[冗長性]の項目で「LRS」か「ZRS」を選択した場合のみ、有効化可能です。 

 

⚫ [接続方法]は[プライベート エンドポイント]を指定します。[プライベート エンドポイン

トの追加]を選択します。 

 

情報 

VPN 経由でオンプレミスの機器からプライベートエンドポイントへアクセスする場

合は、Azure 既定の DNS に名前解決の問い合わせを行うため、DNS フォワーダー設定

が必要の設定が必要となります。 

詳細情報については、下記を参照してください。 

⚫ https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/private-link/private-endpoint-dns 
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⚫ サブスクリプションやプライベート エンドポイントの名前などを指定します。[ストレー

ジのサブリソース]は「file」を指定します。[OK]を選択します。 

 

⚫ [ストレージ アカウントの作成]画面の[確認および作成]を選択し、[確認および作成]画面

の[作成]を選択します。 

⚫ [ストレージ アカウント]サービスに移動して作成したストレージ アカウントを選択しま

す。 
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⚫ [概要]を選択し、[ファイル共有]タイルを選択します。 

 

⚫ [ファイル共有]をクリックします。 

 

⚫ ファイル共有の名前とレベルを指定して[作成]を選択します。 

 

⚫ 作成したファイル共有の[…]から[クォータの編集]を選択します。 
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⚫ ファイル共有の容量を設定し、[OK]を選択します。 

 

⚫ [ネットワーク]を選択し、許可するアクセス元で[すべてのネットワーク]を選択して[保

存]を選択します。 
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 フェーズ 3：移行ジョブの作成と実行 

 StorSimple データ マネージャーのデプロイ 

移行ジョブを作成する前に以下の手順で StorSimple データ マネージャーをデプロイします。 

⚫ Azure ポータルの[リソース、サービス、ドキュメントの検索]フィールドに「StorSimple デ

ータ マネージャー」と入力します。検索結果から[StorSimple データ マネージャー]を選

択します。 

[作成]をクリックします。 

 

⚫ サブスクリプション、リソースグループ、リージョンを入力します。リージョンは

StorSimple や Azure Files がデプロイされたリージョンと別でも問題ありません。 

[Service name]には任意の名前を入力します。 

すべて入力したら[確認および作成]をクリックします。 
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⚫ 入力内容を確認して[作成]をクリックします。 

しばらくするとデプロイが完了します。 
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 ジョブの作成 

⚫ 前の手順でデプロイした StorSimple データ マネージャーをクリックします。 

メニューから[ジョブ定義]を選択して、[ジョブ定義]をクリックします。 

 
⚫ ターゲット ストレージの種類の選択を求められるので[Azure ファイル共有]を選択して、

[続行]をクリックします。 

 

ジョブ定義の入力画面が表示されます。 

任意のジョブの名前を入力します。[ジョブを実行する場所]は StorSimple がデプロイされ

たリージョンかそれに最も近いリージョンを選択します。 

[データ ソース]セクションで移行元の情報を入力します。[サービス データ暗号キー]と

[ボリュームのバックアップの選択]は『6.1 フェーズ 1：移行準備』で確認した結果をも

とに入力します。 

[ターゲット ストレージ]に移行先の情報を入力します。[動作のコピー(Copy behavior)]

は「ソースをターゲットにミラーリングする」を選択します。 

[ディレクトリ マッピング]については必要に応じて設定します。 

入力が終わったら[新規作成]をクリックします。 
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 移行ジョブの実行 

⚫ 定義したジョブをクリックして[Start migration]をクリックしてジョブを開始します。 

 

⚫ 定義したジョブの画面で実行状況、実行結果を確認します。 

 

情報 

ディレクトリ マッピングの詳細は下記に記載されています。 

⚫ https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/storage/files/storage-files-migration-

storsimple-8000#directory-mapping 
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 フェーズ 4：Azure Files へのアクセス 

 ストレージ同期サービスのデプロイ 

⚫ Azure ポータルの[リソース、サービス、ドキュメントの検索]フィールドに「Azure File 

Sync」と入力します。検索結果から[Azure File Sync]を選択します。 

[Azure File Sync のデプロイ]画面でサブスクリプションやストレージ同期サービス名を

指定します。[領域](リージョン)は前の手順で作成したストレージ アカウントと同じリー

ジョンを指定します。各項目の指定が完了したら[次へ：ネットワーク]を選択します。 

 

情報 

ジョブの実行ログは「6.3.2 ジョブの作成」にて、ターゲットストレージに指定

したストレージアカウントへ保存されます。 

ログの確認が必要となる場合はストレージアカウントの Blobストレージへコン

テナー名「storsimple-data-manager-joblogs」の中に保存されているログを確

認します。 
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⚫ [接続方法]は[プライベート エンドポイント]を指定します。[プライベート エンドポイン

トの追加]を選択します。 

 

⚫ サブスクリプションやプライベート エンドポイントの名前などを指定し、[OK]を選択しま

す。 
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⚫ [Azure File Sync のデプロイ]画面の[確認および作成]を選択し、[確認および作成]画面

の[作成]を選択します。 

 

 Windows ファイルサーバーのデプロイ 

⚫ オンプレミス環境に仮想または物理の Windows サーバーをデプロイします。 

⚫ 後の手順で Azure の認証を行うため[Internet Explorer セキュリティ強化の構成]を無効

にします。無効化は[サーバーマネージャー]を起動して[ローカル サーバー] > [IE セキ

ュリティ強化の構成] > [有効]を選択して、表示されたダイアログボックスで

[Administrator グループ]と[Users グループ]の両方を[オフ]して[OK]を選択します。 

⚫ PowerShell を起動して Az モジュールをインストールします。「NuGet」のインストールを

求められた場合はメッセージに従ってインストールします。 

> Install-Module -Name Az -AllowClobber 

 

 Azure File Sync エージェントのインストール 

⚫ Azure File Sync エージェントを以下の手順でダウンロードします。 

[ストレージ同期サービス]サービスに移動してデプロイしたストレージ同期サービスを選

択します。 

 

⚫ [登録済みサーバー]を選択して、[Azure File Sync エージェント]のリンク先から Windows 

Server 2019 用のインストーラーをダウンロードします。 

 

情報 

[Internet Explorer セキュリティ強化の構成]は Azure File Sync エージェントの設

定が完了した後に再び有効にすることもできます。 
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⚫ オンプレミス Windows サーバーで Azure File Sync エージェントのインストーラーを実行

します。 

[Next]を選択します。 

 

⚫ 次の画面でも[Next]を選択します。 

 

⚫ 必要に応じてインストール先を変更して[Next]を選択します。 
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⚫ プロキシサーバ経由でインターネット接続をする場合はプロキシサーバの情報を指定しま

す。[Next]を選択して次に進みます。 

 

⚫ 自動バージョンなどは必要に応じてオンにします。[Install]を選択してインストールを開

始します。 

 

⚫ [Finish]を選択してインストールを完了します。 
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 ストレージ同期サービスへの登録 

⚫ インストール完了後、[Azure File Sync – Server Registration]設定ウィザードが自動で

起動します。自動で起動しなかった場合は[ファイル名を指定して実行]で「C:¥Program 

Files¥Azure¥StorageSyncAgent¥ServerRegistration.exe」を指定することよって手動で起動

することができます。[Sign in]を選択します。 

 

⚫ Azure の認証を行います。 

 

⚫ ストレージ同期サービスのデプロイの際に指定したサブスクリプション、リソースグルー

プ、ストレージ同期サービス名を指定して[Register]を選択します。 
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⚫ [Close]を選択して設定ウィザードを終了します。 
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⚫ Azure ポータルで登録状況を確認します。[ストレージ同期サービス]サービスに移動してデ

プロイしたストレージ同期サービスを選択します。 

 

⚫ [登録済みサーバー]を選択して Azure File Sync エージェントをインストールしたサーバ

ーが登録されていることを確認します。 

 

 

 同期グループの設定 

⚫ [ストレージ同期サービス]サービスに移動してデプロイしたストレージ同期サービスを選

択します。 
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⚫ [同期グループ]画面で[同期グループ]を選択します。 

 

⚫ [同期グループ名]に任意の名前を指定します。Azure Files を作成する際に指定したサブ

スクリプションを指定して、前の手順で作成したストレージ アカウント、Azure Files を

指定します。すべての項目を指定した後、[作成]を選択します。 

 

⚫ 作成した同期グループを選択します。 
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⚫ [サーバー エンドポイントの追加]を選択します。 

 

⚫ [登録済みサーバー]に Windows ファイルサーバーを指定します。[パス]に Azure Files と

同期するフォルダーのパスを指定します。[クラウドの階層化]は「有効」を指定します。

[ボリュームの空き領域ポリシー]や[日付ポリシー]は必要に応じて変更します。各項目を

指定後、[作成]を選択します。 
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 ストレージ アカウントのパブリック エンドポイントアクセス制限 

⚫ Azure ポータルの[ストレージ アカウント]サービスに移動します。Azure Files 用ストレ

ージ アカウントを選択して[ネットワーク]を選択します。許可するアクセス元で[選択さ

れたネットワーク]を選択し、[既存の仮想ネットワークを追加]を選択して Azure VM を配

置した仮想ネットワークを選択します。 

[保存]を選択します。 

 

 

 

 フェーズ 5：カットオーバー 

これまでの手順で新たな環境の準備が整いました。カットオーバーに向けての準備を行います。 

 

 共有設定 

Azure Files と同期している Windows ファイルサーバー上のフォルダーに対して、SMB ファイル

共有設定を行います。設定したファイル共有にクライアントからアクセスできることを確認し

ます。 

 

 切替計画 

新しい環境への切替の計画を策定します。ダウンタイムを見積るためには後述の robocopy での

差分コピーを実際に実行することが有効です。事前に複数回 robocopy を実行することで切替時

のダウンタイムを短縮することも可能です。 

 

 名前空間の同期完了確認 

Azure Files へのアクセスに Azure File Sync を使用する場合は、ローカルの robocopy を始

める 前に、名前空間全体のサーバーへのダウンロードが完了したことを確認します。 名前空

間のダウンロードにかかる時間は、Azure Files 内の項目の数によって異なります。  

Azure portal を使用して、名前空間が完全に移動されたことを確認できます。 
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⚫ [ストレージ同期サービス]サービスに移動してデプロイしたストレージ同期サービスを選

択します。 

 

⚫ [同期グループ]画面で作成した同期グループを選択します。 

 

⚫ サーバー エンドポイントの同期アクティビティの項目を確認し、ステータスが「ダウンロ

ード」ではないことを確認します。ステータスが空白の場合はダウンロードもアップロー

ドも行われていない状態を指します。ステータスが空白であれば名前空間の同期が完了し

ています。 
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 差分コピー 

移行の進行中にユーザーやアプリが StorSimple 側で生成した変更差分を robocopy により、

移行先へ反映します。切替直前の最終差分コピーを実施する前には StorSimple ボリュームと

共有へのユーザー アクセスを停止し、新たな変更差分が発生しないようにする必要があります。

「6.5.2 切替計画」に記載がある通り、最終差分コピー実施前に複数回 robocopy を実行するこ

とで切替時のダウンタイムの見積もり・短縮が可能です。 

 

 

robocopy コマンドの実行例を下記に示します。 

> robocopy /MT:128 /R:1 /W:1 /B /MIR /IT /COPY:DATSO /DCOPY:DAT /NP /NFL /NDL /UNILOG:<FilePathAndName> 

<SourcePath> <Dest.Path> 

 

本ケースで使用が想定される主なオプションは下記の通りです。 

オプション 説明 

/MT:n robocopy をマルチスレッドで実行できるようにします。 n の既定

値は 8 です。 スレッドの最大数は 128 です。最初の実行では、ス

レッド数を多くしてください。 スレッド数を多くすると、利用可能

な帯域幅が飽和しやすくなります。 後続 /MIR の実行は、使用可能

なコンピューティングと使用可能なネットワーク帯域幅の影響を

徐々に受けます。 後続の実行では、スレッド数の値をプロセッサの

コア数およびコアあたりのスレッド数とより厳密に一致させます。 

実稼働サーバーに存在する可能性のある他のタスク用にコアを予約

する必要があるかどうかを検討してください。 

/R:n 最初の試行でコピーに失敗したファイルの最大再試行回数です。 

注意 

Windows Server 2019 の robocopy では、2022 年 01 月 26 日時点で、robocopy の

/MIR 関数を使用すると、ターゲット サーバー上の Azure File Sync によって階層

化されたファイルがソースから再コピーされ、Azure に再アップロードされる問題

が発生しています。 2019 以外の Windows Server で robocopy を使用する必要が

あります。 Windows Server 2016 を選択することをお勧めします。  

注意 

差分コピーの際、差分がないファイルであっても robocopy 実行ログに「スキップ」

ではなく「コピー済み」として記録される場合があります。 

移行データ全体の差分コピーを実行する前に、一部のデータの差分コピーを実行し

て、データ転送量を参考にして意図通りに差分コピーが行われるか確認することを

お勧めします。 

データ転送量はタスクマネージャーの[パフォーマンス]タブなどで確認できます。 
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/W:n 前の試行時に正常にコピーされなかったファイルのコピーを試行す

る前に、robocopy が待機する時間を指定します。 

/B バックアップ アプリケーションが使用するのと同じモードで 

robocopy を実行します。 このスイッチを使用すると、現在のユー

ザーがアクセス許可を持っていないファイルを、robocopy によって

移動できます。 

/MIR robocopy でソースとターゲット間の差分のみをコピーします。 空

のサブディレクトリがコピーされます。 変更された、またはターゲ

ットに存在しない項目 (ファイルまたはフォルダー) がコピーされ

ます。 ターゲットに存在する一方でソースには存在しない項目は、

ターゲットから消去 (削除) されます。 

/IT 特定のミラー シナリオで、忠実性が維持されることを保証します。 

ファイルで ACL の変更と属性の更新があった場合、コピー対象と判

定されます。 /IT を使用しない場合、ACL の変更が robocopy で見

逃されて、ターゲットの場所に転送されない可能性があります。 

/COPY:[copyflags] ファイル コピーの忠実性。 既定値: /COPY:DAT。 コピー フラグ: 

D = データ、A = 属性 T = タイムスタンプ、S = セキュリティ = 

NTFS ACL、O = 所有者情報、U= 監査情報。 監査情報を Azure Files

に格納することはできません。 

/DCOPY:[copyflags] ディレクトリのコピーの忠実性。 既定値: /DCOPY:DA。 コピーフラ

グ: D = データ A = 属性、T = タイムスタンプ。 

/NP 各ファイルとフォルダーのコピーの進行状況を表示しないよう指定

します。 進行状況を表示すると、コピーのパフォーマンスが大幅に

低下します。 

/NFL ファイル名をログに記録しないことを指定します。 コピーのパフォ

ーマンスを向上させます。 

/NDL ディレクトリ名をログに記録しないことを指定します。 コピーのパ

フォーマンスを向上させます。 

/UNILOG:<file 

name> 

状態を Unicode 形式でログ ファイルに書き込みます。 (既存のロ

グを上書きします)。 

/L robocopy をテスト実行します。ファイルは一覧表示されるだけで

す。 コピーも削除もされず、タイム スタンプも付きません。 

/LFSM RoboCopy を "低空き領域モード" で動作するよう指定します。

Robocopy が完了する前にローカル容量が不足する可能性がある、階

層型ストレージを持つターゲットにのみ有効です。 

ファイルのコピーによって宛先ボリュームの空き領域が "床" 値よ

りも小さくなるたびに、Robocopy が一時停止します。 この値は 

/LFSM:n のフラグ形式で指定できます。 パラメータ n は、ベース 

2: nKB、nMB、または nGB で指定します。 明示的な床値を示さずに 

/LFSM を指定した場合、床は宛先ボリュームのサイズの 10% に設定

されます。 低空き領域モードは、/MT、/EFSRAW、/B または /ZB で

は利用できません 

/Z 再起動モードでファイルをコピーします。 このスイッチは、ネット

ワーク環境が不安定な場合にのみ、使用することをお勧めします。 

追加のログ記録が原因で、コピーのパフォーマンスが大幅に低下し

ます。 

/ZB 再起動モードを使用します。 アクセスが拒否された場合、このオプ
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ションではバックアップ モードが使用されます。 このオプション

では、チェックポイント処理が原因で、コピーのパフォーマンスが大

幅に低下します。 

 

 切替 

robocopy による最終差分コピー完了後、DNS レコードの更新、ユーザーのアクセス先の変更な

どを行って新たな環境の利用を開始します。 
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7 事後作業 

移行が正常に完了したことを確認したのち、移行前の環境の撤去や削除を行います。 

 

 フェーズ 6：StorSimple のプロビジョニング解除 

 StorSimple データ マネージャーの削除 

⚫ Azure ポータルで[StorSimple データ マネージャー]サービスに移動してデータ移行に使

用した StorSimple データ マネージャー リソースをクリックします。 

⚫ [削除]をクリックしてリソースのプロビジョニングを解除します。 

 

 

 StorSimple Cloud appliance の停止 

⚫ StorSimple Cloud appliance を利用している場合は、Azureポータルの[Virtual Machines]

サービスに移動して、StorSimple Cloud appliance を停止します。 

StorSimple Cloud appliance を利用していない場合は、本項目をスキップします。 

 

 バックアップの削除  

⚫ Azure ポータルで[StorSimple デバイス マネージャー]サービスに移動して[バックアップ 

カタログ]を選択します。[…] > [削除]を選択します。 

 

  



 

38 

 
Copyright© 2022 Y2S Corporation All rights reserved. 

 

⚫ [削除]を選択します。 

 

⚫ すべてのバックアップに対して同様の手順で削除を行います。 

 

 ボリュームの削除 

⚫ Azure ポータルで[StorSimple デバイス マネージャー]サービスに移動して[ボリューム]

を選択します。削除対象ボリュームの[…] > [オフラインにする]を選択します。 

 

  



 

39 

 
Copyright© 2022 Y2S Corporation All rights reserved. 

 

⚫ [このボリュームをオフラインにした場合の影響について理解しています。]のチェックを

オンにして[オフラインにする]を選択します。 

 

⚫ 削除対象ボリュームがの[状態]が「オフライン」になっていることを確認して、[…] > [削

除]を選択します。 
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⚫ [この共有を削除した場合の影響について理解しています。]のチェックをオンにして[削

除]を選択します。 

 

 

 ボリューム コンテナーの削除 

すべてのボリュームを削除した後、ボリューム コンテナーを削除します。 

⚫ Azure ポータルで[StorSimple デバイス マネージャー]サービスに移動して[ボリューム 

コンテナー]を選択します。 
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⚫ [このボリューム コンテナーを削除した場合の影響について理解しています。]のチェック

をオンにして[削除]を選択します。 

 

 

 デバイスの削除 

⚫ Azure ポータルで[StorSimple デバイス マネージャー]サービスに移動して[デバイス]を

選択します。 

すべての StorSimple 8000 シリーズ及び StorSimple Cloud Appliance の […] > [非アクテ

ィブ化]を選択します。 
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⚫ デバイス名を入力して[非アクティブ化]を選択します。 

 

⚫ StorSimple 8000 シリーズと StorSimple Cloud Appliance のそれぞれ[…] > [削除]を選

択します。 
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⚫ デバイス名を入力して[削除]を選択します。 

 

 

 StorSimple デバイス マネージャーの削除 

⚫ Azure ポータルで[StorSimple デバイス マネージャー]サービスに移動して[概要]を選択

します。 
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⚫ [はい]を選択します。 

 

 

 StorSimple 関連ストレージ アカウントの削除 

⚫ StorSimple 関連ストレージアカウントを削除します。削除手順は一般的なストレージアカ

ウントの削除手順と同様のためここでは省略します。 

 

 StorSimple 8000 シリーズの撤去 

⚫ StorSimple 8000 シリーズを停止して、撤去します。 

 

 

以上 

情報 

停止方法は下記に記載されています。 

⚫ StorSimple 8000 シリーズ デバイスのオンとオフ 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/storsimple/storsimple-turn-device-on-or-off

