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SnapCenter を使用して SAP HANA システムのコ
ピーおよびクローン処理を自動化

TR-4667：『Automating SAP HANA System Copy and
Clone Operations with SnapCenter 』

ネットアップ Nils Bauer

今日のダイナミックなビジネス環境では、企業は継続的なイノベーションを提供し、変化する市場に迅速に対
応する必要があります。このような競争の激しい状況下で、業務プロセスの柔軟性を高める企業は、市場の需
要に効果的に対応できます。

市場ニーズの変化は、企業のSAP環境にも影響を及ぼし、定期的な統合、変更、更新が必要になります。IT部
門は、これらの変更を、より少ないリソースでより短い期間で実装する必要があります。変更を導入する際の
リスクを最小限に抑えるには、テストとトレーニングを徹底的に実施する必要があります。テストとトレーニ
ングを実施するには、本番環境の実際のデータを使用してSAP

従来のSAPライフサイクル管理アプローチでは、このようなシステムは主に手動プロセスに基づいてプロビジ
ョニングされます。このような手動プロセスは、ミスを避けられず、時間もかかることが多く、イノベーショ
ンの遅れやビジネス要件への対応の遅れにつながります。

次の図に示すように、SAP HANAデータベースとライフサイクル管理ツールにSAPのライフサイクル管理を最
適化するネットアップのソリューションが統合されています。効率的なアプリケーション統合データプロテク
ションに、SAPのテストシステムを柔軟にプロビジョニングすることができます。

アプリケーションと統合されたSnapshotバックアップ処理

アプリケーションと整合性のあるNetApp Snapshotバックアップをストレージレイヤに作成する機能は、本ド
キュメントで説明するシステムコピー処理とシステムクローン処理の基盤となります。ストレージベース
のSnapshotバックアップは、SAP HANA用のNetApp SnapCenter プラグインと、SAP HANAデータベースが
提供するインターフェイスを使用して作成します。SnapCenter は、SnapshotバックアップをSAP HANAバッ
クアップカタログに登録して、リストアやリカバリ、クローニング処理に使用できるようにします。
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オフサイトバックアップやディザスタリカバリのデータレプリケーションを実行できま
す

アプリケーションと整合性のあるSnapshotバックアップを、ストレージレイヤから、SnapCenter の制御下に
あるオフサイトのバックアップサイトやディザスタリカバリサイトにレプリケートします。レプリケーション
はブロック変更に基づいているため、スペースと帯域幅を効率的に使用できます。

SAPシステムのコピー処理やクローニング処理には、Snapshotバックアップを使用しま
す

ネットアップのテクノロジとソフトウェアの統合により、ソースシステムのSnapshotバックアップを利用し
てSAPシステムのコピーやクローニングを実行することができます。このSnapshotバックアップは、SAP本
番用システムと同じストレージ、オフサイトのバックアップ用ストレージ、またはディザスタリカバリサイト
のストレージから選択できます。この柔軟性により、必要に応じて開発用システムとテスト用システムを本番
用システムと分離し、ディザスタリカバリサイトでのディザスタリカバリのテストなど、さまざまなシナリオ
に対応することができます。

統合による自動化

SAPテストシステムのプロビジョニングにはさまざまなシナリオとユースケースがあり、自動化のレベルに関
してもさまざまな要件が存在する場合があります。ネットアップのSAP向けソフトウェア製品は、SAPのデー
タベースやライフサイクル管理製品と統合されているため、さまざまなシナリオや自動化のレベルに対応でき
ます。

NetApp SnapCenter とSAP HANA向けプラグインを使用して、アプリケーションと整合性のあるSnapshotバ
ックアップに基づいて必要なストレージボリュームをプロビジョニングし、開始されたSAP HANAデータベー
スまで、必要なホストおよびデータベースのすべての処理を実行します。SAPシステムのコピー、システムク
ローン、システムの更新、SAPのポストプロセスなどの追加の手動手順が必要になる場合があります。詳細に
ついては、次のセクションで説明します。

SAP Landscape Management（LaMa）を使用すれば、SAPテストシステムを完全に自動化されたエンドツー
エンドのプロビジョニングを実行できます。ネットアップのStorage Services Connectorは、SAP LaMaに統
合されており、SAP LaMaに求められる運用をストレージレイヤで実現します。詳細については、を参照して
ください "NetApp ONTAP システムとSAP Landscape Managementの統合"。

"次は、SAPシステムのコピー、更新、クローニングのシナリオです。"

SAPシステムのコピー、更新、クローニングのシナリオ

"前へ：はじめに。"

SAPシステムの更新、SAPシステムのコピー、SAPシステムのクローニングの3つのプロセスの同義語として
よく使用されます。ワークフローとユースケースはそれぞれ異なるため、異なる処理を区別することが重要で
す。

• * SAPシステムの更新。* SAPシステムの更新は、ソースSAPシステムのデータを使用した既存のターゲッ
トSAPシステムの更新です。ターゲットシステムは、通常、品質管理システムなどのSAP転送環境の一部
であり、本番用システムのデータで更新されます。ソース・システムとターゲット・システムでは、ホス
ト名、インスタンス番号、およびSIDが異なります。

• * SAPシステムのコピー。* SAPシステムのコピーとは、ソースSAPシステムのデータを含む新しいターゲ
ットSAPシステムのセットアップを指します。たとえば、本番用システムのデータを含む追加のテストシ
ステムを新しいターゲットシステムとして使用できます。ソース・システムとターゲット・システムで
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は、ホスト名、インスタンス番号、およびSIDが異なります。

• * SAPシステムのクローン。* SAPシステムのクローンは、ソースSAPシステムの同一クローンです。SAP

システムクローンは、一般に論理的な破損に対処したり、ディザスタリカバリのシナリオをテストしたり
するのに使用されます。システムのクローニング処理では、ホスト名、インスタンス番号、およびSIDの
値は変更されません。そのため、本番環境と通信できないように、ターゲットシステムの適切なネットワ
ークフェンシングを設定することが重要です。

次の図に、システムの更新、システムのコピー、またはシステムのクローン処理中に実行する必要がある主な
手順を示します。青のボックスはSnapCenter で自動化できる手順を示し、緑のボックスは手動またはサード
パーティのツールを使用してSnapCenter の外部で実行する必要がある手順を示しています。

3つの運用はすべて、SAP LaMaとネットアップのStorage Services Connectorを使って完全に自動化できま
す。詳細については、を参照してください "NetApp ONTAP システムとSAP Landscape Managementの統合
"。

ネットアップはLibelleでも協力してきました "www.libelle.com" SnapCenter クローニングをLibelle

SystemCopyと統合して、SAPのプリ/ポストプロセスを自動化すること。詳細な 解決策 概要 については、を
参照してください "Libelle SystemCopyによるSAPシステムコピー処理の自動化"。

"次：システムの更新とクローニングのユースケース"

システムの更新とクローニングのユースケース

"Previous：SAPシステムのコピー、更新、クローニングのシナリオ"

QA、テスト、サンドボックス、トレーニングシステムのデータ更新

テストやトレーニングの目的で、ソースシステムのデータをターゲットシステムで使用できるようにする必要
があるシナリオは複数あります。テストおよびトレーニング用のシステムは、ソースシステムのデータで定期
的に更新し、現在のデータセットでテストとトレーニングが実行されていることを確認する必要があります。
システムの更新処理は、インフラ、データベース、アプリケーションの各レイヤ上で実行される複数のタスク
で構成されます。自動化のレベルによっては、数日かかる場合があります。
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次の図は、SAPシステムの更新、コピー、およびクローニングの各処理を示しています。

SnapCenter クローニングワークフローを使用すると、インフラレイヤとデータベースレイヤで必要なタスク
を高速化し、自動化することができます。SnapCenter では、バックアップをソースシステムからターゲット
システムにリストアする代わりに、ネットアップのSnapshotコピーとFlexCloneテクノロジを使用して、開始
されたHANAデータベースまでに必要なタスクを、次の図に示すように数時間ではなく数分で実行します。ク
ローニングプロセスに要する時間はデータベースのサイズに左右されないため、非常に大規模なシステムでも
数分で作成できます。

次の図は、QA、テスト、サンドボックス、またはトレーニングシステムのデータ更新を示しています。
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システムの更新処理のワークフローについては、を参照してください "「SnapCenter でSAP HANAシステム
を更新」"

論理的破損に対処する

論理的破損は、ソフトウェアエラー、人為的エラー、破壊行為などが原因で発生する可能性があります。残念
ながら、論理的破損は、標準的な高可用性ソリューションやディザスタリカバリソリューションでは対処でき
ないことがよくあります。その結果、論理的な破損が発生したレイヤ、アプリケーション、ファイルシステ
ム、またはストレージによっては、ダウンタイムを最小限に抑え、データ損失を最大化するための要件を満た
すことができない場合があります。

最悪のケースは、SAPアプリケーションが論理的に破損した場合です。SAP アプリケーションは多くの場
合、異なるアプリケーションが相互に通信してデータを交換する環境で動作します。このため、論理的な破損
が発生した SAP システムはリストアとリカバリを実行しないことを推奨します。破損が発生する前の時点に
システムをリストアすると、データが失われます。また、 SAP ランドスケープは同期されず、さらにポスト
プロセスが必要になります。

SAPシステムをリストアする代わりに、別の修復システムで問題を分析して、システム内の論理エラーを修正
する方法を推奨します。ルート原因分析には、ビジネスプロセスやアプリケーション所有者の関与が必要で
す。このシナリオでは、論理的破損が発生する前に格納されたデータに基づいて、修復システム（本番用シス
テムのクローン）を作成します。リペアシステム内では、必要なデータをエクスポートし、本番システムにイ
ンポートできます。このアプローチでは、本番用システムを停止する必要はなく、最良のシナリオでは、デー
タの損失だけでなく、ごくわずかなデータの損失も発生します。

リペアシステムを設定する際には、柔軟性とスピードが不可欠です。ネットアップのストレージベース
のSnapshotバックアップでは、次の図に示すように、NetApp FlexCloneテクノロジを使用して、複数の整合
性のあるデータベースイメージから本番システムのクローンを作成できます。ファイルベースのバックアップ
からリダイレクトされたリストアを使用して修復システムを設定する場合、FlexCloneボリュームは数時間で
はなく数秒で作成できます。

5



リペアシステムの作成ワークフローについては、を参照してください "「SnapCenter を使用したSAPシステ
ムのクローン作成」"

ディザスタリカバリのテスト

効果的なディザスタリカバリ戦略を策定するには、必要なワークフローをテストする必要がテストでは、戦略
が機能するかどうか、および内部ドキュメントで十分かどうかを検証します。また、管理者は必要な手順をト
レーニングできます。

SnapMirrorを使用したストレージレプリケーションでは、RTOとRPOをリスクにさらすことなく、ディザス
タリカバリのテストを実行できます。ディザスタリカバリテストは、データレプリケーションを中断すること
なく実行できます。

非同期SnapMirrorと同期SnapMirrorのディザスタリカバリテストでは、ディザスタリカバリターゲット
でSnapshotバックアップとFlexCloneボリュームを使用します。

次の図は、ディザスタリカバリのテストを示しています。
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詳細な手順概要 については、テクニカルレポートを参照してください "SAP HANA Disaster Recovery with

Storage Replication 』を参照してください"。

"次：SnapCenter を使用したSAPシステムの更新ワークフローの概要"

SnapCenter を使用したSAPシステムの更新ワークフローの概
要

"Previous：システムの更新とクローニングのユースケース"

SnapCenter には、既存のSnapshotバックアップからデータセットのクローンを管理するためのワークフロー
が用意されています。このクローンデータセットはFlexCloneボリュームで、ソースシステムからHANAデー
タボリュームを迅速にプロビジョニングしてターゲットシステムに接続するために使用できます。したがっ
て、QA、テスト、サンドボックス、またはトレーニングシステムのシステム更新処理を実行する場合に最適
です。

SnapCenter クローニングワークフローは、ストレージレイヤで必要なすべての処理を処理します。また、ス
クリプトを使用して拡張し、ホスト固有の処理とHANAデータベース固有の処理を実行することもできます。
このドキュメントでは、スクリプトを使用して、ターゲットホストでマウントおよびアンマウントの処理を実
行するほか、HANAデータベースのリカバリとシャットダウンの処理を実行します。SnapCenter ワークフロ
ーにスクリプトを使用してさらに自動化を進めることで、必要なHANAデータベースの処理はすべて処理され
ますが、SAPの後処理の手順については説明しません。SAPの後処理は、手動またはサードパーティのツール
を使用して実行する必要があります。

スクリプトを使用して自動化されたすべての手順を手動で実行することもできます。ただし、
ターゲットホストでのマウント処理については、FlexCloneボリュームのストレージシステムの
ジャンクションパスを把握しておく必要があります。ジャンクションパスはSnapCenter 内では
表示されないため、ジャンクションパスをストレージシステムで直接検索するか、ターゲット
ホストにSnapCenter 環境変数を提供する単純なスクリプトを使用する必要があります。詳細に
ついては、を参照してください "「自動化スクリプトの例」"

SnapCenter を使用したSAPシステムの更新ワークフローは、次の図に示す5つの主要な手順で構成されてい
ます。

1. ターゲットシステムの初期インストールと準備を1回だけ行います。
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2. SnapCenter クローンの作成ワークフローを次に示します。

3. SAPの後処理（手動または他社製ツールを使用）

4. システムはテスト/ QAシステムとして使用できます。

5. 新しいシステムの更新が要求されると、SnapCenter クローンの削除ワークフローを使用してFlexCloneボ
リュームが削除され、ステップ2で更新が再開されます。

ほとんどの場合、テスト/ QA用のターゲットシステムは2週間以上使用され、1~2週間後にはFlexCloneによる
容量削減は維持されなくなりました。ソースシステムのSnapshotバックアップをFlexCloneボリュームから解
放して、SnapCenter の保持管理によって削除できるようにすることが重要です。そのため、FlexCloneボリ
ュームはただちに、または数日後にスプリットすることを推奨します。クローンスプリット処理ではクローン
ボリュームの使用はブロックされないため、HANAデータベースの使用中にいつでも実行できます。

FlexCloneボリュームをスプリットすると、SnapCenter はターゲットシステムに作成されたす
べてのバックアップを削除します。

クローンスプリットを含む更新処理は、次の手順で構成されます（次の図）。

1. ターゲットシステムの1回限りの初期インストールと準備を行います。

2. SnapCenter クローンの作成ワークフロー

3. SnapCenter クローンスプリットのワークフロー

4. SAPの後処理（手動または他社製ツールを使用）

5. システムをテスト/ QAシステムとして使用できるようになりました。

6. 新しいシステムの更新が要求されると、シャットダウンとアンマウントの追加手順でSnapCenter クロー
ン作成ワークフローが使用されます。

以前にスプリットされていた古いデータボリュームは、ストレージシステムで手動で削除する
必要があります。
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次の図は、クローンスプリットを使用したSnapCenter でのSAPシステムの更新ワークフローの概要を示し
ています。

を参照してください "「SnapCenter でSAP HANAシステムを更新」" に、両方のシステム更新ワークフローの
詳しい手順概要 を示します。

"次：SnapCenter を使用したSAPシステムのコピーワークフローの概要"

SnapCenter を使用したSAPシステムのコピーワークフローの
概要

"Previous：SnapCenter を使用したSAPシステムの更新ワークフローの概要を示します。"

SAPコピーのワークフローは、システムの更新ワークフローの初期手順と似ています。SnapCenter を使用し
たワークフローは、次の図に示す5つの主要な手順で構成されます。

1. ターゲットシステムの初期インストールと準備を行う。

2. SnapCenter クローンの作成ワークフローを次に示します。

3. SnapCenter クローンスプリットのワークフロー（オプション）。

4. SAPの後処理（手動または他社製ツールを使用）

5. 新しいシステムはテスト/ QAシステムとして使用できます。

9



"次：SnapCenter を使用したSAPシステムのクローニングワークフローの概要"

SnapCenter を使用したSAPシステムのクローニングワークフ
ローの概要

"Previous：SnapCenter を使用したSAPシステムのコピーワークフローの概要を示します。"

前のセクションで説明したように、SnapCenter は、任意の既存のSnapshotバックアップからデータセットの
クローンを管理し、これらのデータセットを任意のターゲットシステムに迅速にプロビジョニングできます。
論理的な破損に対処するために、リペアシステムに本番データを迅速にプロビジョニングすることが重要で
す。これは、多くの場合、リペアシステムをリセットし、別の本番データセットを選択する必要があるためで
す。FlexCloneテクノロジを使用すると、修復システムは通常短時間しか使用されないため、高速なプロビジ
ョニングプロセスが可能になり、容量を大幅に削減できます。

次の図は、SnapCenter を使用したSAPシステムのクローニング処理に必要な手順をまとめたものです。

1. ターゲットホストを準備します。

2. HANA共有ボリュームのSnapCenter クローン作成ワークフロー

3. SAP HANAサービスを開始します。

4. データベースリカバリを含むHANAデータボリュームのSnapCenter クローン作成ワークフロー

5. HANAシステムを修復システムとして使用できるようになりました。

システムを別のSnapshotバックアップにリセットする必要がある場合は、手順6と手順4で十分
です。HANA共有ボリュームは引き続きマウントできます。

システムが不要になった場合は、次の手順でクリーンアッププロセスを実行します。

1. データベースのシャットダウンを含む、HANAデータボリュームのSnapCenter クローンの削除ワークフ
ロー。
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2. SAP HANAサービスを停止します。

3. HANA共有ボリュームのSnapCenter クローンの削除ワークフロー

を参照してください "「SnapCenter を使用したSAPシステムのクローン作成」" システムクローンワークフロ
ーの詳細なステップバイステップの概要 を示します。

"次の例：ストレージSnapshotバックアップを使用したSAP HANAシステムの更新処理のワークフロー"

ストレージSnapshotバックアップを使用したSAP HANAシス
テムの更新処理のワークフロー

"Previous：SnapCenter を使用したSAPシステムのクローニングワークフローの概要を示します。"

SAP HANAシステムの更新を実行するために必要な手順は、次の図に示すように、ソースシステムのテナント
構成と、ターゲットシステムで必要なテナント名によって異なります。

システムデータベースにはテナント名が設定されているため、システムデータベースのリカバリ後にターゲッ
トシステムでもソースシステムのテナント名を使用できます。そのため、次の図のオプション1に示すよう
に、ターゲットシステムのテナントはソーステナントと同じ名前でのみリカバリできます。ターゲットシステ
ムでテナント名を異なる名前にする必要がある場合は、最初にソーステナントと同じ名前でテナントをリカバ
リし、必要なターゲットテナント名に変更する必要があります。次の図のオプション2です。

このルールの例外は、シングルテナントのHANAシステムです。テナント名はシステムSIDと同じです。この
構成は、HANAの初期インストール後のデフォルトです。この構成にはHANAデータベースにフラグが設定さ
れます。この場合、ターゲットシステムでのテナントリカバリは、ターゲットシステムのテナント名を使用し
て実行できます。この名前は、ターゲットシステムのシステムSIDと同じである必要もあります。このワーク
フローを次の図のオプション3に示します。
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テナントの作成、名前変更、または削除処理がソースシステムで実行されると、この設定フラ
グはHANAデータベースによってすぐに削除されます。したがって、構成をTenant = SIDの状態
に戻しても、フラグは使用できなくなり、ワークフロー3でのテナントのリカバリに関する例外
は実行できなくなります。この場合、必要なワークフローはオプション2です。

次の図は、MDCの最初のシングルテナントインストール用の構成フラグを示しています。
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"次は、自動化のサンプルスクリプトです。"

自動化スクリプトの例

"前のバージョン：ストレージSnapshotバックアップを使用したSAP HANAシステムの更新処理のワークフロ
ー"

本ドキュメントでは、SnapCenter クローンの作成処理とクローンの削除処理をさらに自動化するために、2

つのスクリプトを使用しています。

• スクリプト「sc-system-refresh.sh」は、システムの更新およびシステムクローンワークフローに使用さ
れ、HANAデータボリュームのマウントおよびアンマウント操作の実行、およびHANAデータベースのリ
カバリおよびシャットダウン操作に使用されます。

• スクリプト「sc-mount-volume.sh」は、システムクローンワークフローでHANA共有ボリュームのマウン
トおよびアンマウント操作を実行するために使用します。

このサンプルスクリプトは現状のまま提供されており、ネットアップではサポートしていませ
ん。スクリプトは、mailto：ng-sapcc@netapp.com [ ng-sapcc@netapp.com ^]にEメールで送
信してください。

13

mailto:ng-sapcc@netapp.com
mailto:ng-sapcc@netapp.com


スクリプトsc-system-refresh.sh

サンプルスクリプト「sc-system-refresh.sh」は、SAP HANAデータボリュームのマウントおよびアンマウン
ト操作の実行、およびリカバリおよびシャットダウン操作に使用されます。次の図に示すよう
に、SnapCenter ワークフローでは、clone createおよびclone deleteの中から特定のコマンドラインオプショ
ンを指定してスクリプトを呼び出します。

スクリプトは汎用的なものであり、SID固有の構成ファイルと環境変数で構成されます。これらの変数は、ス
クリプト実行時にSnapCenter で使用できるようになります。スクリプトと構成ファイルは、システムの更新
処理のターゲットホストにある必要があります。スクリプトを複数のターゲットホストに使用する場合は、す
べてのターゲットホストでスクリプトを使用できるようにするNFS共有を指定できます。

スクリプトの現在のバージョンでは、単一コンテナ、MDCのシングルテナント構成、また
はMDCのマルチテナント構成のシングルホストシステムをサポートしています。SAP HANAマ
ルチホストシステムはサポートされていません。

ストレージプロトコルとしてNFSまたはFibre Channel（FC）を使用するHANAシステムをサポ
ートするスクリプトです。

サポートされているテナントリカバリ処理

を参照してください "「ストレージスナップショットバックアップを使用したSAP HANAシステムの更新操作
ワークフロー」" ターゲットシステムで実行可能なテナントリカバリ処理は、ソースシステムのテナント構成
によって異なります。スクリプト「sc-system-refresh.sh」は、次の表に示すように、ソース・システムの構
成によって可能なすべてのテナント・リカバリ・オペレーションをサポートします。

ターゲットシステムで別のテナント名が必要な場合は、リカバリ処理後にテナントの名前を手動で変更する必
要があります。

HANAシステム ソースシステムでのテナント構成 ターゲットシステムでのテナント
構成

単一のコンテナ 該当なし 該当なし

MDCのシングルテナント ソースのテナント名がソースのSID

と同じです
ターゲットテナント名はターゲッ
トSIDと同じです
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HANAシステム ソースシステムでのテナント構成 ターゲットシステムでのテナント
構成

MDCのシングルテナント ソーステナント名がソースSIDと同
じではありません

ターゲットテナント名はソーステ
ナント名と同じです

MDCの複数のテナント 任意のテナント名 最初のテナントのみがリカバリさ
れ、ソーステナントと同じ名前に
なります。

SID固有の構成ファイル

このスクリプトは、構成ファイルを使用して、ターゲットシステム固有のいくつかのパラメータを設定しま
す。コンフィギュレーションファイルには、SID固有のファイル名「sc-system-refresh-sid.cfg」が必要です。

ターゲット・システムのhdbuserstoreキーを使用して構成されたデータベース・ユーザは’ソー
ス・データベースに存在し’データベース・リカバリを許可するための適切な権限を持っている
必要があります

構成ファイルのパラメータを次の表に示します。

パラメータ 説明

キーを押します 例：QS1KEY SAP HANA hdbuserstoreキー。タ
ーゲットのSAP HANAデータベー
スのリカバリ処理に使用します。
ターゲットホスト上のユー
ザ<SID>admにキーを設定する必要
があります。

プロトコル NFSまたはFCP HANAデータベースのデータボリュ
ームの接続に使用されるストレー
ジプロトコル。

次の出力は、「SID=QS1」のSAP HANAシステムの構成ファイルの例を示しています。

ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh> cat sc-system-refresh-

QS1.cfg

# ---------------------------------------------

# Target database specific parameters

# ---------------------------------------------

# hdbuserstore key, which should be used to connect to the target database

KEY="QS1KEY"

# Used storage protocol, NFS or FCP

PROTOCOL="NFS"

ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh>

SnapCenter 環境変数

SnapCenter には、ターゲットホストで実行されるスクリプト内で使用可能な一連の環境変数が用意されてい
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ます。スクリプトはこれらの変数を使用して、関連する構成設定を決定します。

• スクリプト変数「hana_architecture」は、単一コンテナまたはMDCシステムのいずれかで必要なリカバリ
操作を決定するために使用されます。

◦ 「hana_database-type」環境変数から派生します

◦ たとえば、「MDC\SS1_HA_database]=「multiple_containers」と入力します

• スクリプト変数’tenant’source_tenant''および’source_SID’は’リカバリ・オペレーションのターゲット・テ
ナント名の決定に使用されます

◦ 「tenant_database-names」環境変数から派生します

◦ たとえば、「MDC\SM1_tenant_database-names=TENANT1、TENANT2」のようになります

• スクリプト変数’storage, junction-path 'は’マウント操作に使用されます

◦ 「cloned_volume_mount_path」環境変数から派生します

◦ 例：

CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0511220

6115489411

スクリプトsc-mount-volume.sh

スクリプト例のsc-mount-volume.sh’は’すべてのボリュームのマウントとアンマウントを実行するために使用
されますスクリプトを使用して、HANA共有ボリュームをSAP HANAシステムのクローニング処理でマウント
します。次の図に示すように、SnapCenter ワークフローでは、clone createおよびclone deleteの中から特定
のコマンドラインオプションを指定してスクリプトを呼び出します。

このスクリプトは、NFSをストレージプロトコルとして使用するHANAシステムをサポートし
ています。
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SnapCenter 環境変数

SnapCenter には、ターゲットホストで実行されるスクリプト内で使用可能な一連の環境変数が用意されてい
ます。スクリプトはこれらの変数を使用して、関連する構成設定を決定します。

• スクリプト変数’storage, junction-path 'は’マウント操作に使用されます

◦ 「cloned_volume_mount_path」環境変数から派生したものです。

◦ 例：

CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_shared_Clone_05112206115489

411

SnapCenter 環境変数を取得するスクリプト

自動化スクリプトを使用せず、手順を手動で実行する必要がある場合は、FlexCloneボリュームのストレージ
システムのジャンクションパスを把握しておく必要があります。ジャンクションパスはSnapCenter 内では表
示されないため、ストレージシステムで直接ジャンクションパスを検索するか、ターゲットホスト
にSnapCenter 環境変数を提供する単純なスクリプトを使用する必要があります。このスクリプト
は、SnapCenter のクローン作成処理にマウント処理スクリプトとして追加する必要があります。

ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh> cat get-env.sh

#!/bin/bash

rm /tmp/env-from-sc.txt

env > /tmp/env-from-sc.txt

ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh>

「env-from-ssc.txt」ファイル内で、変数「cloned_volume_mount_path」を検索して、FlexCloneボリューム
のストレージシステムのIPアドレスとジャンクションパスを取得します。

例：

CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0511220

6115489411

"次の例：SnapCenter でSAP HANAシステムを更新"

SAP HANAシステムをSnapCenter で更新

"前の例：自動化スクリプト。"

次のセクションでは、SAP HANAデータベースのさまざまなシステム更新処理オプションについて、ステップ
バイステップの概要 を示します。
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ラボのセットアップと検証では、SAPアプリケーションサービスは対象外です。ただし、SAP

アプリケーションサービスに必要な手順については、このドキュメントで説明しています。

このセクションでは、次のシナリオについて説明します。

• クローンスプリット処理を実行せずにSAP HANAシステムが更新されます。

◦ プライマリストレージから、テナント名をSIDと同じにしてクローニングする

◦ テナント名がSIDと同じオフサイトのバックアップストレージからクローニングする

◦ テナント名を持つプライマリストレージからのクローニングがSIDと等しくない

◦ クローンの削除処理

• SAP HANAシステムがクローンスプリット処理で更新されます

◦ プライマリストレージから、テナント名をSIDと同じにしてクローニングする

◦ クローンスプリット処理

前提条件および制限事項

以降のセクションで説明するワークフローには、HANAシステムアーキテクチャとSnapCenter 構成に関する
いくつかの前提条件と制限事項があります。

• ここで説明するワークフローは、シングルテナントまたは複数テナントのシングルホストSAP HANA

MDCシステムに対して有効です。SAP HANAマルチホストシステムは、自動化スクリプトではサポートさ
れていません。

• 自動化スクリプトを実行できるようにするには、SnapCenter HANAプラグインをターゲットホストに導
入する必要があります。HANAプラグインをHANAソースシステムホストにインストールする必要はあり
ません。

• 説明されているワークフローは、SnapCenter 4.6 P1以降でのみ有効です。以前のリリースでは、ワーク
フローが若干異なります。
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• このワークフローは、NFSとFCPを使用するHANAシステムに有効です。

ラボのセットアップ

次の図は、システムの更新処理オプション別に設定したラボ環境を示しています。

1. プライマリストレージまたはオフサイトのバックアップストレージからクローニングする。テナント名
はSIDと同じ。

a. ソースHANAシステム：テナントSS1を使用するSS1

b. ターゲットのHANAシステム：QS1とテナントQS1

2. プライマリストレージからのクローニング。テナント名はSIDと等しくありません。

a. ソースHANAシステム：SM1、Tanant1、Tenant2

b. ターゲットのHANAシステム：QS1とTenant1

使用したソフトウェアバージョンは次のとおりです。

• SnapCenter 4.6 P1

• HANAシステム：HANA 2.0 SPS6 rev.61およびHANA 2.0 SPS5 rev.52

• VMware 6.7.0

• SLES 15 SP2

• ONTAP 9.7P7.

すべてのHANAシステムは、構成ガイドに基づいて構成されています "NFSを使用したNetApp AFF システム
でのSAP HANA"。SnapCenter リソースとHANAリソースは、ベストプラクティスガイドに基づいて構成され
ています "SnapCenter を使用した SAP HANA のバックアップとリカバリ"。
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最初の1回限りの準備手順

最初のステップでは、ターゲットのHANAシステムとSAPアプリケーションサービスをインストールし、次
にHANAシステムをSnapCenter 内で構成する必要があります。

1. HANAターゲットシステムとSAPアプリケーションサービスのインストール

2. の説明に従って、SnapCenter でHANAシステムを構成します "TR-4614 ：『 SAP HANA Backup and

Recovery with SnapCenter 』"

a. SnapCenter バックアップ処理用のHANAデータベースユーザの構成。このユーザは、ソースシステム
とターゲットシステムで同一である必要があります。

b. 上記のバックアップ・ユーザを使用したhdbuserstoreキーの設定

c. ターゲットホストへのSnapCenter HANAプラグインの導入。HANAシステムはSnapCenter によって
自動検出されます。

d. HANAのリソース保護の構成（オプション）。

初期インストールの準備が完了してから、次の手順で最初のSAPシステムの更新処理を実行します。

1. SAPアプリケーションサービスとターゲットHANAシステムをシャットダウンします。

2. HANAデータボリュームをアンマウント

テナント名をSIDと同じにしてプライマリストレージからクローニングする

このセクションでは、HANAシステムの更新ワークフローについて説明します。このワークフローでは、ソー
スとターゲットのシステムでテナント名をSIDと同じにします。ストレージ・クローニングはプライマリ・ス
トレージで実行され’sc-system-refresh.shスクリプトを使用してさらに自動化されます

次の図は、テナント名= SIDを持つプライマリストレージからのクローニングを表しています。
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このワークフローは、次の手順で構成されます。

1. ターゲットのHANAシステムがSnapCenter で保護されている場合は、先に保護を削除する必要がありま
す。

2. SnapCenter クローニングウィザードを開きます。

a. ソースHANAシステムSS1からSnapshotバックアップを選択します。

b. ターゲットホストを選択し、ストレージネットワークインターフェイスを指定します。

c. ターゲットシステムのSID（この例ではQS1）を指定します。

d. マウント処理とクローニング後処理に使用するスクリプトを指定します。

3. SnapCenter クローニング処理を実行するには、次の手順を実行します。

a. ソースHANAシステムで選択したSnapshotバックアップに基づいてFlexCloneボリュームを作成しま
す。

b. FlexCloneボリュームをターゲットホストストレージのネットワークインターフェイスにエクスポート
します。

c. マウント処理スクリプトを実行します。

▪ FlexCloneボリュームは、ターゲットホストでデータボリュームとしてマウントされます。

▪ 所有権をqs1admに変更します

d. クローニング後の処理スクリプトを実行します。

▪ システムデータベースのリカバリ。
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▪ テナント名= QS1でのテナントデータベースのリカバリ

4. SAPアプリケーションサービスを開始します。

5. 必要に応じて、SnapCenter でターゲットのHANAリソースを保護します。

以下のスクリーンショットは、必要な手順を示しています。

1. ソース・システムSS1からSnapshotバックアップを選択し、Clone from Backupをクリックします。

2. ターゲットシステムQS1がインストールされているホストを選択します。ターゲットSIDとして「QS1」
と入力します。NFSエクスポートのIPアドレスは、ターゲットホストのストレージネットワークインター
フェイスである必要があります。

ここで入力するターゲットSIDは、SnapCenter によるクローンの管理方法を制御します。
ターゲットのSIDがターゲットホスト上のSnapCenter ですでに設定されている場
合、SnapCenter はクローンをホストに割り当てるだけです。ターゲットホストでSIDが設
定されていない場合、SnapCenter は新しいリソースを作成します。

3. 必要なコマンドラインオプションを指定して、マウントスクリプトとクローニング後のスクリプトを入力
します。
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4. SnapCenter の[ジョブの詳細]画面に、処理の進捗状況が表示されます。ジョブの詳細には、データベース
リカバリを含めた全体的な実行時間が2分未満であることも示されています。
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5. sc-system-refresh.shスクリプトのログファイルには’マウントおよびリカバリ操作で実行されたさまざま
なステップが表示されますソースシステムに単一のテナントがあり、名前がソースシステムのSID SS1と
同じであることがスクリプトによって自動的に検出されました。そのため、このスクリプトはテナント
名QS1でテナントをリカバリしました。
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ソーステナント名がソーステナントSIDと同じで、デフォルトのテナント設定フラグである
場合は、セクションで説明します "「ストレージスナップショットバックアップを使用し
たSAP HANAシステムの更新操作ワークフロー」" はすでに設定されていないため、リカバ
リ処理は失敗し、手動で実行する必要があります。

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Unmounting data volume.

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: umount

/hana/data/QS1/mnt00001

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Deleting /etc/fstab

entry.

20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume unmounted

successfully.

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh:

192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220520054605

/hana/data/QS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock

0 0

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume:

mount /hana/data/QS1/mnt00001.

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted

successfully.

20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Change ownership to

qs1adm.

20220421052019###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421052019###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover system database.

20220421052019###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/Python/bin/python

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER

DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"

20220421052049###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is started ....

20220421052049###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421052059###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421052110###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421052120###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

started.

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source Tenant: SS1

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source SID: SS1

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source system has a

single tenant and tenant name is identical to source SID: SS1
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20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Target tenant will have

the same name as target SID: QS1.

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database

QS1.

20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U QS1KEY RECOVER DATA FOR QS1 USING

SNAPSHOT CLEAR LOG

0 rows affected (overall time 35.259489 sec; server time 35.257522 sec)

20220421052206###hana-7###sc-system-refresh.sh: Checking availability of

Indexserver for tenant QS1.

20220421052206###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant

database QS1 succesfully finished.

20220421052206###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN

6. SnapCenter ジョブが完了すると、ソースシステムのトポロジビューにクローンが表示されます。

7. HANAデータベースが実行され、SAPアプリケーションサービスを開始できるようになります。

8. ターゲットのHANAシステムを保護する場合は、SnapCenter でリソース保護を設定する必要がありま
す。

テナント名がSIDと同じオフサイトのバックアップストレージからクローニングする

このセクションでは、ソースシステムとターゲットシステムでテナント名がSIDと同じになるHANAシステム
の更新ワークフローについて説明します。ストレージ・クローニングはオフサイトのバックアップ・ストレー
ジで実行され’sc-system-refresh.shスクリプトを使用してさらに自動化されます
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SnapCenter で選択できるのは、プライマリおよびオフサイトのバックアップストレージのクローニングにお
けるHANAシステムの更新ワークフローの唯一の違いは、Snapshotバックアップです。オフサイトバックアッ
プストレージのクローニングでは、最初にセカンダリバックアップを選択する必要があります。

選択したバックアップのセカンダリストレージが複数ある場合は、必要なデスティネーションボリュームを選
択する必要があります。
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以降の手順は、「」の説明に従って、プライマリストレージからのクローニングのワークフローと同じですテ
ナント名をSIDと同じにしてプライマリストレージからクローニングする」

テナント名をSIDと同じにしないプライマリストレージからのクローニング

このセクションでは、ソースのテナント名がSIDと等しくないHANAシステムの更新ワークフローについて説
明します。ストレージ・クローニングは’プライマリ・ストレージで実行され’sc-system-refresh.shスクリプト
を使用してさらに自動化されます
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SnapCenter で必要な手順は、「」で説明されている手順と同じですテナント名をSIDと同じにしてプライマ
リストレージからクローニングする."] 相違点は’sc-system-refresh.shスクリプト内のテナント・リカバリ・オ
ペレーションです

ソースシステムのテナント名がソースシステムのSIDと異なることがスクリプトで検出されると、ターゲット
システムでのテナントリカバリは、ソーステナントと同じテナント名を使用して実行されます。ターゲットテ
ナント名が異なる場合は、テナントの名前をあとから手動で変更する必要があります。

ソースシステムに複数のテナントがある場合は、最初のテナントのみがリカバリされます。追
加のテナントは手動でリカバリする必要があります。
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20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh:

192.168.175.117:/Scc71107fe-3211-498a-b6b3-d7d3591d7448

/hana/data/QS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0

0

20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume:

mount /hana/data/QS1/mnt00001.

20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted

successfully.

20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Change ownership to

qs1adm.

20201118121330###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover system database.

20201118121330###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/Python/bin/python

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER

DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"

20201118121402###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is started ....

20201118121402###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

started.

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source system contains

more than one tenant, recovery will only be executed for the first tenant.

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: List of tenants:

TENANT1,TENANT2

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database

TENANT1.

20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U QS1KEY RECOVER DATA FOR TENANT1 USING

SNAPSHOT CLEAR LOG

0 rows affected (overall time 34.777174 sec; server time 34.775540 sec)

20201118121447###hana-7###sc-system-refresh.sh: Checking availability of

Indexserver for tenant TENANT1.

20201118121447###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant

database TENANT1 succesfully finished.

20201118121447###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN

クローンの削除処理

新しいSAP HANAシステムの更新処理を開始するには、SnapCenter のクローンの削除処理を使用してターゲ
ットシステムをクリーンアップします。
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SAPアプリケーションサービスは、SnapCenter クローンの削除ワークフローによって停止され
ることはありません。スクリプトはシャットダウン機能内で拡張するか、アプリケーションサ
ービスを手動で停止する必要があります。

ターゲットのHANAシステムがSnapCenter で保護されている場合は、先に保護を削除する必要があります。
ターゲットシステムのトポロジビューで、Remove Protection（保護の削除）をクリックします。

クローンの削除ワークフローは、以下の手順で実行されるようになりました。

1. ソースシステムのトポロジビューでクローンを選択し、削除をクリックします。

2. 必要なコマンドラインオプションを使用して、クローニング前スクリプトとアンマウント後スクリプトを
入力します。
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3. SnapCenter のジョブ詳細画面に処理の進捗状況が表示されます。
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4. sc-system-refresh.shスクリプトのログ・ファイルには’シャットダウンおよびアンマウントの操作手順が
表示されます
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20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Stopping HANA database.

20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: sapcontrol -nr 11

-function StopSystem HDB

21.04.2022 07:06:43

StopSystem

OK

20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is stopped ....

20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421070653###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421070703###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421070714###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421070724###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421070724###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

stopped.

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Unmounting data volume.

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: umount

/hana/data/QS1/mnt00001

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Deleting /etc/fstab

entry.

20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume unmounted

successfully.

5. SnapCenter のクローン作成処理を使用して、SAP HANAの更新処理を再開できるようになりました。

クローンスプリット処理を使用したSAP HANAシステムの更新

システムの更新処理のターゲットシステムを長期間（1~2週間以上）使用する場合は、通常、FlexCloneの容
量が削減されることはありません。また、ソースシステムの依存するSnapshotバックアップは、SnapCenter

の保持管理によってブロックされ、削除されることはありません。

そのため、ほとんどの場合、システムの更新処理の一環としてFlexCloneボリュームをスプリットする方が効
果的です。

クローンスプリット処理はクローンボリュームの使用をブロックしないため、HANAデータベ
ースの使用中にいつでも実行できます。

クローンスプリット処理ではSnapCenter 、SnapCenter リポジトリ内のターゲットシステムに
作成されたすべてのバックアップが削除されます。NetApp AFF システムの場合、クローンス
プリット処理によってボリューム上にSnapshotコピーが保持されます。これは、ONTAP によ
ってSnapshotコピーが削除されるFAS システム専用です。これはSnapCenter の既知のバグ
で、今後のリリースで修正される予定です。

SnapCenter のクローンスプリットのワークフローは、クローンを選択してクローンスプリットをクリックす
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ることで、ソースシステムのトポロジビューで開始されます。

次の画面には、スプリットボリュームに必要な容量に関する情報がプレビューで表示されます。

SnapCenter ジョブログには、クローンスプリット処理の進捗状況が表示されます。
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ソースシステムのトポロジビューに戻ると、クローンは表示されなくなります。スプリットボリュームは、ソ
ースシステムのSnapshotバックアップとは独立しています。
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クローンスプリット処理後の更新ワークフローは、クローンスプリットを使用しない処理と少し異なります。
クローンスプリット処理の実行後は、ターゲットデータボリュームがFlexCloneボリュームでなくなったた
め、クローンの削除処理は必要ありません。

このワークフローは、次の手順で構成されます。

1. ターゲットのHANAシステムがSnapCenter で保護されている場合は、先に保護を削除する必要がありま
す。

2. SnapCenter クローニングウィザードを開始します。

a. ソースHANAシステムSS1からSnapshotバックアップを選択します。

b. ターゲットホストを選択し、ターゲットホストのストレージネットワークインターフェイスを指定し
ます。

c. クローニング前、マウント、クローニング後の各処理に使用するスクリプトを指定します。

3. SnapCenter クローニング処理。

a. ソースHANAシステムで選択したSnapshotバックアップに基づいてFlexCloneボリュームを作成しま
す。

b. FlexCloneボリュームをターゲットホストストレージのネットワークインターフェイスにエクスポート
します。

c. マウント処理スクリプトを実行します。

▪ FlexCloneボリュームは、ターゲットホストでデータボリュームとしてマウントされます。

▪ 所有権をqs1admに変更します

d. クローニング後の処理スクリプトを実行します。

▪ システムデータベースをリカバリします。

▪ テナント名= QS1を使用してテナントデータベースをリカバリします。
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4. 古いスプリットのターゲットボリュームを手動で削除します。

5. 必要に応じて、SnapCenter でターゲットのHANAリソースを保護します。

以下のスクリーンショットは、必要な手順を示しています。

1. ソース・システムSS1からSnapshotバックアップを選択し、Clone from backupをクリックします。

2. ターゲットシステムQS1がインストールされているホストを選択します。ターゲットSIDとして「QS1」
と入力します。NFSエクスポートのIPアドレスは、ターゲットホストのストレージネットワークインター
フェイスである必要があります。

ここで入力するターゲットSIDは、SnapCenter によるクローンの管理方法を制御します。
ターゲットのSIDがターゲットホスト上のSnapCenter ですでに設定されている場
合、SnapCenter はクローンをホストに割り当てるだけです。ターゲットホストでSIDが設
定されていない場合、SnapCenter は新しいリソースを作成します。

3. 必要なコマンド・ライン・オプションを指定して、クローニング前、マウント、およびクローニング後の
スクリプトを入力します。クローニング前の手順では、スクリプトを使用してHANAデータベースをシャ
ットダウンし、データボリュームをアンマウントします。
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4. SnapCenter のジョブ詳細画面に処理の進捗状況が表示されます。ジョブの詳細には、データベースリカ
バリを含めた全体的な実行時間が2分未満であることも示されています。
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5. sc-system-refresh.shスクリプトのログファイルには’シャットダウン’アンマウント’マウント’およびリカバ
リ操作に対して実行されたさまざまなステップが表示されますソースシステムに単一のテナントがあり、
名前がソースシステムのSID SS1と同じであることがスクリプトによって自動的に検出されました。その
ため、このスクリプトはテナント名QS1でテナントをリカバリしました。
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20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: Stopping HANA database.

20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: sapcontrol -nr 11

-function StopSystem HDB

21.04.2022 08:05:53

StopSystem

OK

20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is stopped ….

20220421080554###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421080604###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421080614###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421080624###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20220421080624###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

stopped.

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Unmounting data volume.

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: umount

/hana/data/QS1/mnt00001

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Deleting /etc/fstab

entry.

20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume unmounted

successfully.

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh:

192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220806358029

/hana/data/QS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock

0 0

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume:

mount /hana/data/QS1/mnt00001.

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted

successfully.

20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Change ownership to

qs1adm.

20220421080649###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1

20220421080649###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover system database.

20220421080649###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/Python/bin/python

/usr/sap/QS1/HDB11/exe/python_support/recoverSys. – --comma“d "RECOVER

DATA USING SNAPSHOT CLEAR ”OG"

20220421080719###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is started ....

20220421080719###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY
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20220421080730###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080740###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080750###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080800###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080810###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080821###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  YELLOW

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

started.

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source Tenant: SS1

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source SID: SS1

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source system has a

single tenant and tenant name is identical to source SID: SS1

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Target tenant will have

the same name as target SID: QS1.

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database

QS1.

20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/QS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U QS1KEY RECOVER DATA FOR QS1 USING

SNAPSHOT CLEAR LOG

0 rows affected (overall time 37.900516 sec; server time 37.897472 sec)

20220421080909###hana-7###sc-system-refresh.sh: Checking availability of

Indexserver for tenant QS1.

20220421080909###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant

database QS1 succesfully finished.

20220421080909###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN

6. 更新処理が終了しても古いターゲットデータボリュームは削除されません。ONTAP System Managerなど
を使用して手動で削除する必要があります。

PowerShellスクリプトによるSnapCenter ワークフロー自動化

前のセクションでは、SnapCenter UIを使用してさまざまなワークフローを実行し、PowerShellスクリプトま
たはREST API呼び出しを使用してすべてのワークフローを実行することもできるため、さらなる自動化が可
能です。以降のセクションでは、以降のワークフローの基本的なPowerShellスクリプトの例について説明しま
す。

• クローンを作成します

• クローンを削除します

このサンプルスクリプトは現状のまま提供されており、ネットアップではサポートしていませ
ん。

すべてのスクリプトはPowerShellコマンドウィンドウで実行する必要があります。スクリプトを実行する前
に’Open-SmConnection’コマンドを使用してSnapCenter サーバへの接続を確立する必要があります
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クローンを作成します

以下の簡単なスクリプトは、PowerShellコマンドを使用してSnapCenter クローン作成処理を実行する方法を
示しています。SnapCenter の「New-SmClone」コマンドは、ラボ環境に必要なコマンドライン・オプション
と、前述した自動化スクリプトを使用して実行します。

$BackupName='SnapCenter_LocalSnap_Hourly_05-16-2022_11.00.01.0153'

$JobInfo=New-SmClone -AppPluginCode hana -BackupName $BackupName

-Resources @{"Host"="hana-1.sapcc.stl.netapp.com";"UID"="MDC\SS1"}

-CloneToInstance hana-7.sapcc.stl.netapp.com -mountcommand '/mnt/sapcc-

share/SAP-System-Refresh/sc-system-refresh.sh mount QS1'

-postclonecreatecommands '/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/sc-system-

refresh.sh recover QS1' -NFSExportIPs 192.168.175.75 -CloneUid 'MDC\QS1'

# Get JobID of clone create job

$Job=Get-SmJobSummaryReport | ?{$_.JobType -eq "Clone" } | ?{$_.JobName

-Match $BackupName} | ?{$_.Status -eq "Running"}

$JobId=$Job.SmJobId

Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobId

# Wait until job is finished

do { $Job=Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobId; write-host $Job.Status;

sleep 20 } while ( $Job.Status -Match "Running" )

Write-Host " "

Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobId

Write-Host "Clone create job has been finshed."

画面出力には、クローン作成PowerShellスクリプトの実行状況が表示されます。
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PS C:\NetApp> .\clone-create.ps1

SmJobId            : 31887

JobCreatedDateTime :

JobStartDateTime   : 5/17/2022 3:19:06 AM

JobEndDateTime     :

JobDuration        :

JobName            : Clone from backup 'SnapCenter_LocalSnap_Hourly_05-13-

2022_03.00.01.8016'

JobDescription     :

Status             : Running

IsScheduled        : False

JobError           :

JobType            : Clone

PolicyName         :

Running

Running

Running

Running

Running

Running

Running

Completed

SmJobId            : 31887

JobCreatedDateTime :

JobStartDateTime   : 5/17/2022 3:19:06 AM

JobEndDateTime     : 5/17/2022 3:21:14 AM

JobDuration        : 00:02:07.7530310

JobName            : Clone from backup 'SnapCenter_LocalSnap_Hourly_05-13-

2022_03.00.01.8016'

JobDescription     :

Status             : Completed

IsScheduled        : False

JobError           :

JobType            : Clone

PolicyName         :

Clone create job has been finshed.

PS C:\NetApp>

クローンを削除します

以下の簡単なスクリプトは、PowerShellコマンドを使用してSnapCenter クローンの削除処理を実行する方法
を示しています。SnapCenter のRemove-SmCloneコマンドは’実習環境に必要なコマンド・ライン・オプショ
ンと’前に説明した自動化スクリプトを使用して実行します
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$CloneInfo=Get-SmClone |?{$_.CloneName -Match "hana-

1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1" }

$JobInfo=Remove-SmClone -CloneName $CloneInfo.CloneName -PluginCode hana

-PreCloneDeleteCommands '/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/sc-system-

refresh.sh shutdown QS1' -UnmountCommands '/mnt/sapcc-share/SAP-System-

Refresh/sc-system-refresh.sh umount QS1' -Confirm: $False

Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobInfo.Id

# Wait until job is finished

do { $Job=Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobInfo.Id; write-host

$Job.Status; sleep 20 } while ( $Job.Status -Match "Running" )

Write-Host " "

Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobInfo.Id

Write-Host "Clone delete job has been finshed."

PS C:\NetApp>

画面出力には、クローン削除PowerShellスクリプトの実行状況が表示されます。
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PS C:\NetApp> .\clone-delete.ps1

SmJobId            : 31888

JobCreatedDateTime :

JobStartDateTime   : 5/17/2022 3:24:29 AM

JobEndDateTime     :

JobDuration        :

JobName            : Deleting clone 'hana-

1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1__clone__31887_MDC_SS1_05-17-

2022_03.19.14'

JobDescription     :

Status             : Running

IsScheduled        : False

JobError           :

JobType            : DeleteClone

PolicyName         :

Running

Running

Running

Running

Running

Completed

SmJobId            : 31888

JobCreatedDateTime :

JobStartDateTime   : 5/17/2022 3:24:29 AM

JobEndDateTime     : 5/17/2022 3:25:57 AM

JobDuration        : 00:01:27.7598430

JobName            : Deleting clone 'hana-

1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1__clone__31887_MDC_SS1_05-17-

2022_03.19.14'

JobDescription     :

Status             : Completed

IsScheduled        : False

JobError           :

JobType            : DeleteClone

PolicyName         :

Clone delete job has been finshed.

PS C:\NetApp>

"次の例は、SnapCenter を使用したSAPシステムのクローニングです。"

SnapCenter によるSAPシステムのクローニング

"前：SAP HANAシステムはSnapCenter で更新されました。"
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このセクションでは、SAPシステムのクローニング処理の手順ごとの概要 を示します。このを使用して、
論理的な破損に対処するための修復システムをセットアップできます。

ラボのセットアップと検証では、SAPアプリケーションサービスは対象外です。ただし、SAP

アプリケーションサービスに必要な手順については、このドキュメントで説明しています。

前提条件および制限事項

以降のセクションで説明するワークフローには、HANAシステムアーキテクチャとSnapCenter 構成に関する
いくつかの前提条件と制限事項があります。

• ここで説明するワークフローは、シングルテナントを使用するシングルホストSAP HANA MDCシステム
に対して有効です。

• 自動化スクリプトを実行できるようにするには、SnapCenter HANAプラグインをターゲットホストに導
入する必要があります。HANAプラグインをHANAソースシステムホストにインストールする必要はあり
ません。

• NFSのワークフローが検証されました。自動化スクリプト「sc-mount-volume.sh」は、HANA共有ボリュ
ームのマウントに使用され、FCPをサポートしていません。この手順は、手動で実行するか、スクリプト
を拡張して実行する必要があります。

• 記述されたワークフローは、SnapCenter 4.6 P1リリース以降でのみ有効です。以前のリリースでは、ワ
ークフローが若干異なります。

ラボのセットアップ

次の図は、システムのクローニング処理に使用するラボ環境のセットアップを示しています。

使用したソフトウェアバージョンは次のとおりです。
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• SnapCenter 4.6：P1

• HANAシステム：HANA 2.0 SPS6 rev.61

• VMware 6.7.0

• SLES 15 SP2

• ONTAP 9.7P7すべてのHANAシステムは、構成ガイドに基づいて構成されています "NFSを使用し
たNetApp AFF システムでのSAP HANA"。SnapCenter リソースとHANAリソースは、ベストプラクティ
スガイドに基づいて構成されています "SnapCenter を使用した SAP HANA のバックアップとリカバリ"。

ターゲットホストの準備

ここでは、システムクローンターゲットとして使用するサーバで必要な準備手順について説明します。

通常運用時は、HANAのQAやテスト用システムなど、別の目的にターゲットホストを使用することもできま
す。したがって、前述のほとんどの手順は、システムクローン処理が要求されたときに実行する必要がありま
す。一方、関連する構成ファイルは、「/etc/fstab」や「/usr/sap/sapservices」のように準備し、構成ファイ
ルをコピーするだけで運用に移すことができます。

ターゲットホストの準備には、HANAのQAまたはテストシステムのシャットダウンも含まれます。
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ターゲットサーバのホスト名と IP アドレス

ターゲット・サーバのホスト名は ' ソース・システムのホスト名と同じである必要がありますIP アドレスは異
なっていてもかまいません。

ターゲットサーバが他のシステムと通信できないように、ターゲットサーバの適切なフェンシ
ングを確立する必要があります。適切なフェンシングが設定されていないと、クローニングさ
れた本番用システムは他の本番用システムとデータを交換する可能性があります。

このラボ環境では、ターゲットシステム側から見て、ターゲットシステムのホスト名を内部的
にのみ変更しました。ホストの外部からは、ホスト名として「HANA -7」を使用してアクセス
できました。ホストにログインすると、ホスト自体がHANAです。

必要なソフトウェアをインストールします

SAP ホストエージェントソフトウェアをターゲットサーバにインストールする必要があります。詳細につい
ては、を参照してください "SAP ホストエージェント" SAP ヘルプポータルで、次の作業を行います。

SnapCenter のホストの追加処理を使用して、SnapCenter HANAプラグインをターゲットホストに導入する必
要があります。

ユーザ、ポート、および SAP サービスを設定する

ターゲットサーバに、 SAP HANA データベースに必要なユーザとグループが配置されている必要がありま
す。通常は、ユーザの一元管理が使用されるため、ターゲットサーバで設定手順を行う必要はありませ
ん。HANA データベースに必要なポートは、ターゲットホストで設定する必要があります。構成は
'/etc/services ファイルをターゲット・サーバにコピーすることによって ' ソース・システムからコピーできま
す

必要な SAP サービスのエントリがターゲットホストにあることが必要です。/usr/sap/sapservices' ファイル
をターゲットサーバにコピーすることで ' ソースシステムから構成をコピーできます次の出力は、このラボ環
境で使用する SAP HANA データベースの必須エントリを示しています。

#!/bin/sh

LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/SS1/HDB00/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export

LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/SS1/HDB00/exe/sapstartsrv

pf=/usr/sap/SS1/SYS/profile/SS1_HDB00_hana-1 -D -u ss1adm

limit.descriptors=1048576

ログとログのバックアップボリュームを準備

ログボリュームをソースシステムからクローニングする必要はなく、clear logオプションを使用してリカバリ
を実行するため、空のログボリュームをターゲットホストで準備しておく必要があります。

ソースシステムには独立したログバックアップボリュームが設定されているため、空のログバックアップボリ
ュームを準備し、ソースシステムと同じマウントポイントにマウントする必要があります。
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hana- 1:/# cat /etc/fstab

192.168.175.117:/SS1_repair_log_mnt00001 /hana/log/SS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0

0

192.168.175.117:/SS1_repair_log_backup /mnt/log-backup nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0

0

ログボリュームhdb*内では、ソース・システムと同じ方法でサブディレクトリを作成する必要があります。

hana- 1:/ # ls -al /hana/log/SS1/mnt00001/

total 16

drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Dec  1 06:15 .

drwxrwxrwx 1 root   root     16 Nov 30 08:56 ..

drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys 4096 Dec  1 06:14 hdb00001

drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys 4096 Dec  1 06:15 hdb00002.00003

drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys 4096 Dec  1 06:15 hdb00003.00003

ログバックアップボリュームには、システムとテナントデータベースのサブディレクトリを作成する必要があ
ります。

hana- 1:/ # ls -al /mnt/log-backup/

total 12

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec  1 04:48 .

drwxr-xr-x 1 root root   48 Dec  1 03:42 ..

drwxrwxrwx 2 root root 4096 Dec  1 06:15 DB_SS1

drwxrwxrwx 2 root root 4096 Dec  1 06:14 SYSTEMDB

ファイルシステムのマウントを準備

データおよび共有ボリュームのマウントポイントを準備しておく必要があります。

この例では'/hana/data/ss1/mnt00001'/hana/shared’およびusr/sap/ss1’ディレクトリを作成する必要があります

SnapCenter スクリプト用にSID固有の構成ファイルを準備します

SnapCenter 自動化スクリプト「sc-system-refresh.sh」の構成ファイルを作成する必要があります。
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hana- 1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # cat sc-system-refresh-

SS1.cfg

# ---------------------------------------------

# Target database specific parameters

# ---------------------------------------------

# hdbuserstore key, which should be used to connect to the target database

KEY="SS1KEY"

# Used storage protocol, NFS or FCP

PROTOCOL

HANA共有ボリュームのクローニング

1. ソース・システムSS1共有ボリュームからSnapshotバックアップを選択し、Clone from Backupをクリッ
クします。

2. ターゲット修復システムの準備が完了したホストを選択します。NFSエクスポートのIPアドレスは、ター
ゲットホストのストレージネットワークインターフェイスである必要があります。ターゲットSIDはソー
スシステムと同じSIDを保持するため、この例ではSS1です。

3. 必要なコマンドラインオプションを指定して、マウントスクリプトを入力します。
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HANAシステムは、構成ガイドで推奨されているように、単一のボリューム
を「/hana/shared」と「/usr/sap/ss1」に使用し、サブディレクトリで区切られます "NFSを
使用したNetApp AFF システムでのSAP HANA"。スクリプトのsc-mount-volume.sh’は’マウ
ント・パスに特別なコマンド・ライン・オプションを使用して’この構成をサポートしてい
ますマウント・パス・コマンド・ライン・オプションがusr-sap-and -sharedと等しい場合’

スクリプトは’それに応じて’ボリューム内のサブディレクトリであるsharedとusr-sapをマウ
ントします

4. SnapCenter のジョブ詳細画面に処理の進捗状況が表示されます。
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5. sc-mount-volume.shスクリプトのログファイルには’マウント操作に対して実行されるさまざまな手順が示
されています
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20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh:

192.168.175.117://SS1_shared_Clone_05132205140448713/usr-sap

/usr/sap/SS1 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock

0 0

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Mounting volume: mount

/usr/sap/SS1.

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: 192.168.175.117:

/SS1_shared_Clone_05132205140448713/shared /hana/shared nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock

0 0

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Mounting volume: mount

/hana/shared.

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: usr-sap-and-shared mounted

successfully.

20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Change ownership to

ss1adm.

6. SnapCenter ワークフローが終了すると’usr/sap/ss1’および'/hana/shareed’ファイルシステムがターゲット
・ホストにマウントされます

hana-1:~ # df

Filesystem                                                       1K-

blocks     Used Available Use% Mounted on

192.168.175.117:/SS1_repair_log_mnt00001

262144000      320 262143680   1% /hana/log/SS1/mnt00001

192.168.175.100:/sapcc_share

1020055552 53485568 966569984   6% /mnt/sapcc-share

192.168.175.117:/SS1_repair_log_backup

104857600      256 104857344   1% /mnt/log-backup

192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/usr-sap  262144064

10084608 252059456   4% /usr/sap/SS1

192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/shared   262144064

10084608 252059456   4% /hana/shared

7. SnapCenter では、クローニングされたボリュームの新しいリソースが表示されます。
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8. 「/hana/shared」ボリュームが使用可能になったので、SAP HANAサービスを開始できます。

hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # systemctl start sapinit

9. SAPホストエージェントとsapstartsrvプロセスが開始されました。

hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # ps -ef |grep sap

root     12377     1  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

sapadm   12403     1  0 04:34 ?        00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd

--user

sapadm   12404 12403  0 04:34 ?        00:00:00 (sd-pam)

sapadm   12434     1  1 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

-D

root     12485 12377  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

root     12486 12485  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60

pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

ss1adm   12504     1  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/SS1/HDB00/exe/sapstartsrv

pf=/usr/sap/SS1/SYS/profile/SS1_HDB00_hana-1 -D -u ss1adm

root     12582 12486  0 04:34 ?        00:00:00

/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60

pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile

root     12585  7613  0 04:34 pts/0    00:00:00 grep --color=auto sap

hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh #

追加のSAPアプリケーションサービスのクローニング

SAP HANA共有ボリュームと同じ方法で、追加のSAPアプリケーションサービスのクローンを作成できます（
を参照）HANA共有ボリュームのクローニング」 もちろん、SAPアプリケーションサーバに必要なストレージ
ボリュームもSnapCenter で保護する必要があります。

必要なサービスエントリを/usr/sap/sapservicesに追加し’ポート’ユーザ’ファイルシステムマウントポイント(

たとえば'/usr/sap/sid')を準備する必要があります
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データボリュームのクローニングとHANAデータベースのリカバリ

1. ソースシステムSS1からHANA Snapshotバックアップを選択します。

2. ターゲット修復システムの準備が完了したホストを選択します。NFSエクスポートのIPアドレスは、ター
ゲットホストのストレージネットワークインターフェイスである必要があります。ターゲットSIDはソー
スシステムと同じSIDを保持します。この例では、SS1です。

3. 必要なコマンドラインオプションを指定して、マウントスクリプトとクローニング後スクリプトを入力し
ます。

リカバリ処理のスクリプトは、HANAデータベースをSnapshot処理の時点までリカバリし
ます。フォワードリカバリは実行しません。特定の時点までのフォワードリカバリが必要
な場合は、リカバリを手動で実行する必要があります。手動フォワードリカバリでは、ソ
ースシステムのログバックアップをターゲットホストで利用できることも必要です。
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SnapCenter のジョブ詳細画面に処理の進捗状況が表示されます。
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sc-system-refresh.shスクリプトのログファイルには’マウントおよびリカバリ操作で実行されるさまざまなス
テップが示されています
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20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Adding entry in

/etc/fstab.

20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh:

192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220520054605

/hana/data/SS1/mnt00001 nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0

0

20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume:

mount /hana/data/SS1/mnt00001.

20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted

successfully.

20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Change ownership to

ss1adm.

20201201052124###hana-1###sc-system-refresh.sh: Recover system database.

20201201052124###hana-1###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/SS1/HDB00/exe/Python/bin/python

/usr/sap/SS1/HDB00/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER

DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"

20201201052156###hana-1###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA

database is started ....

20201201052156###hana-1###sc-system-refresh.sh: Status:  GRAY

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Status:  GREEN

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is

started.

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Source system has a single

tenant and tenant name is identical to source SID: SS1

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Target tenant will have

the same name as target SID: SS1.

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database

SS1.

20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh:

/usr/sap/SS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U SS1KEY RECOVER DATA FOR SS1 USING

SNAPSHOT CLEAR LOG

0 rows affected (overall time 34.773885 sec; server time 34.772398 sec)

20201201052241###hana-1###sc-system-refresh.sh: Checking availability of

Indexserver for tenant SS1.

20201201052241###hana-1###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant

database SS1 succesfully finished.

20201201052241###hana-1###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN

マウント処理とリカバリ処理が完了すると、ターゲットホストにHANAデータボリュームがマウントされま
す。
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hana-1:/mnt/log-backup # df

Filesystem                                                       1K-blocks

Used Available Use% Mounted on

192.168.175.117:/SS1_repair_log_mnt00001                         262144000

760320 261383680   1% /hana/log/SS1/mnt00001

192.168.175.100:/sapcc_share                                    1020055552

53486592 966568960   6% /mnt/sapcc-share

192.168.175.117:/SS1_repair_log_backup                           104857600

512 104857088   1% /mnt/log-backup

192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/usr-sap  262144064

10090496 252053568   4% /usr/sap/SS1

192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/shared   262144064

10090496 252053568   4% /hana/shared

192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220520054605

262144064  3732864 258411200   2% /hana/data/SS1/mnt00001

HANAシステムが使用可能になり、修理システムなどとして使用できるようになります。

"次へ：追加情報 およびバージョン履歴の参照先。"

追加情報の参照先

"Previous：SnapCenter を使用したSAPシステムのクローニング"

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してく
ださい。

• TR-4614 ：『 SAP HANA Backup and Recovery with SnapCenter 』

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-overview.html"

• "TR-4018 ：『 Integrating NetApp ONTAP Systems with SAP Landscape Management 』"

"https://www.netapp.com/us/media/tr-4018.pdf"

• "TR-4646 ：『 SAP HANA Disaster Recovery with Storage Replication 』"

"https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf"

• TR-4436：『SAP HANA on NetApp All Flash FAS Systems with Fibre Channel Protocol』

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/bp/saphana_aff_fc_introduction.html"

• TR-4435：『SAP HANA on NetApp All Flash FAS Systems with NFS』

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/bp/saphana_aff_nfs_introduction.html"

• ネットアップのSAPソフトウェアソリューションの製品紹介ページ
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"http://www.netapp.com/us/solutions/applications/sap/index.aspx"

バージョン履歴

バージョン 日付 ドキュメントバージョン履歴

バージョン 1.0 以降 2018 年 2 月 初版リリース

バージョン 2.0 以降 2021年2月 SnapCenter 4.3および改良された
自動化スクリプトを対象とした完
全な書き換えシステムの更新処理
およびシステムのクローニング処
理で使用する新しいワークフロー
概要 です。

バージョン 3.0 以降 2022年5月 SnapCenter 4.6 P1のワークフロー
を更新しました。
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