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バックアップ、リストア、ディザスタリカバリ

SAP HANA on ANF -アプリケーション向けクラウドバックア
ップによるバックアップとリカバリ

TR-4959：『SAP HANA on ANF - Backup and recovery with Cloud Backup for
Applications』

ネットアップ Nils Bauer

このテクニカルレポートでは、NetApp BlueXP Cloud Backup for Applications（CBA）を
使用したAzure NetApp Files （ANF）でのSAP HANAデータ保護のベストプラクティス
を紹介します。このドキュメントでは、CBAの概念、構成のベストプラクティス、およ
びバックアップおよびリストア/リカバリ処理の処理ワークフローについて説明します。

今日の企業には、 SAP アプリケーションを中断なく継続的に利用できることが求められています。データ量
の増加や、システムバックアップなどの日常的な保守タスクに直面しても、一貫したパフォーマンスレベルを
期待しています。SAP データベースのバックアップは重要な作業であり、本番用 SAP システムのパフォーマ
ンスに大きく影響する可能性があります。

バックアップウィンドウは短くなっている一方で、バックアップするデータの量は増え続けています。したが
って、ビジネスプロセスへの影響を最小限に抑えながらバックアップを実行できる時間を見つけることは困難
です。本番環境と非本番環境のSAPシステムのダウンタイムは、ビジネスコストを削減するために最小化する
必要があるため、SAPシステムのリストアとリカバリに要する時間は重要です。

"次の記事：Azure NetApp Files を使用したバックアップとリカバリ"

Azure NetApp Files を使用したバックアップとリカバリ

"前へ：概要。"

Azure NetApp Files （ANF）Snapshotテクノロジを使用すると、データベースのバック
アップを数秒で作成できます。Snapshot コピーではストレージプラットフォーム上の物
理データブロックは移動されないため、 Snapshot コピーの作成に要する時間はデータ
ベースのサイズに左右されません。また、 Snapshot テクノロジを使用しても、稼働中
の SAP システムのパフォーマンスには影響しません。そのため、対話形式またはバッチ
でのアクティビティのピーク期間を考慮せずに、 Snapshot コピーの作成をスケジュー
ルできます。SAP on ANFを利用しているお客様は、通常、オンラインのSnapshotバッ
クアップを1日に複数回（4~6時間おきなど）スケジュールを設定します。作成された
Snapshot バックアップをプライマリストレージシステムに 3~5 日間保持しています。

Snapshot コピーは、リストア処理とリカバリ処理にも大きなメリットがあります。ボリュームのリバート処
理を使用すると、使用可能な Snapshot コピーに基づいて、任意の時点までのデータベース全体をリストアで
きます。このようなリストアプロセスは、データベースのサイズに関係なく数秒で完了します。オンラインの
Snapshot バックアップは 1 日に数回作成されるため、従来のバックアップ方式に比べて、リカバリプロセス
に要する時間が大幅に短縮されます。24 時間以内ではなく数時間前の Snapshot コピーを使用してリストア
処理を実行できるため、適用するトランザクションログの数を少なくする必要があります。そのため、従来の
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シングルサイクルバックアップでは数時間かかっていた RTO が数分に短縮されます。

Snapshot コピーバックアップは、アクティブなオンラインデータと同じディスクシステムに格納されます。
セカンダリストレージへのバックアップに代わる手段としてではなく、補助的な用途で使用することを推奨し
ます。リストアとリカバリのほとんどはプライマリストレージシステムでボリュームリバート処理を使用して
実行されます。セカンダリストレージからのリストアが必要になるのは、 Snapshot コピーが格納されている
プライマリストレージシステムが損傷している場合のみです。セカンダリストレージは、 Snapshot コピーか
ら削除したバックアップをリストアする必要がある場合に使用できます。

HANA の追加のファイルベースのバックアップを使用して、セカンダリサイトにバックアップできます。これ
らのファイルベースのバックアップは、はるかに低い頻度でスケジュール設定できるため、本番システムのパ
フォーマンスへの影響が少なくなります。

Snapshotバックアップおよびリストア処理の実行時間

次の図に、Snapshotバックアップ操作を使用したお客様のHANA Studioを示します。図に示すように、HANA

データベース（約4TBのサイズ）は、Snapshotバックアップテクノロジを使用して1分20秒以内にバックアッ
プされ、ファイルベースのバックアップ処理を実行して4時間以上経過しています。

全体的なバックアップワークフローの実行時間の大部分は、HANAのバックアップセーブポイント処理の実行
に必要な時間であり、この手順はHANAデータベースの負荷に依存します。ストレージ Snapshot バックアッ
プ自体は、数秒で完了します。

目標復旧時間の比較

ここでは、ファイルベースとストレージベースのSnapshotバックアップのRecovery Time Objective（RTO；
目標復旧時間）を比較します。RTOは、データベースのリストア、リカバリ、および起動に必要な時間の合計
によって定義されます。

データベースのリストアに必要な時間

ファイルベースのバックアップでは、リストア時間はデータベースのサイズとバックアップインフラによって
異なり、リストア速度は 1 秒あたりのメガバイト数で定義されます。たとえば、インフラで250MBpsの高速
なリストア処理がサポートされている場合、4 TBのデータベースを永続性を維持した状態でリストアするに
は約4.5時間かかります。
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ストレージSnapshotコピーバックアップでは、リストア時間はデータベースのサイズに左右されず、常に数
秒の範囲になります。

データベースの起動に必要な時間

データベースの開始時間は、データベースのサイズと、データをメモリにロードするのに必要な時間によって
異なります。次の例では、データを1000Mbpsでロードできると仮定しています。4TBのメモリをメモリに装
着するには、約1時間10分かかります。ファイルベースとSnapshotベースのリストア処理とリカバリ処理の開
始時刻は同じです。

Azure NetApp Files では、ボリュームのスループットを動的に調整できます。HANAを起動す
る前に、HANAデータベースを起動したあとは、HANAデータボリュームのスループットを日
々 の処理の値にまで増減できます。

データベースのリカバリに要する時間

リカバリ時間は、リストア後に適用する必要があるログの数によって異なります。この数は、データバックア
ップを実行する頻度によって決まります。

ファイルベースのデータバックアップでは、通常、バックアップスケジュールは 1 日に 1 回となります。バ
ックアップによって本番環境のパフォーマンスが低下するため、通常はバックアップ頻度を高くすることはで
きません。したがって、最悪の場合は、フォワードリカバリ時に 1 日中に書き込まれたすべてのログを適用
する必要があります。

Snapshotバックアップは通常、SAP HANAデータベースのパフォーマンスに影響しないため、頻繁にスケジ
ュールされます。たとえば、Snapshotバックアップが6時間ごとにスケジュールされている場合、リカバリ時
間は、最悪の場合、ファイルベースのバックアップのリカバリ時間の4分の1（6時間/ 24時間= 0.25）になり
ます。

次の図に、リストア処理とリカバリ処理の比較を示します。毎日のファイルベースのバックアップ
とSnapshotバックアップでスケジュールが異なります。

最初の2つのバーは、Snapshotバックアップからのリストア処理が高速になるため、1日に1つのSnapshotバ
ックアップがあっても、リストアとリカバリが43%に短縮されることを示しています。1日に複数のSnapshot

バックアップが作成される場合は、フォワードリカバリ時に適用するログが少なくて済むため、ランタイムを
さらに短縮できます。

また、次の図では、1日に4~6個のSnapshotバックアップが最適であることも示されています。頻度を高くし
ても、実行時間全体に大きな影響はありません。
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"次の記事：高速バックアップ/クローニング処理のユースケースと価値"

高速バックアップ/クローニング処理のユースケースと価値

"以前のバージョン：Azure NetApp Files を使用したバックアップとリカバリ"

バックアップの実行は、あらゆるデータ保護戦略の重要な部分です。バックアップは、
システム障害から確実にリカバリできるように、定期的にスケジュールされます。これ
は最も明白なユースケースですが、SAPのライフサイクル管理タスクの中には、バック
アップとリカバリ処理の高速化が不可欠なものもあります。

SAP HANAシステムのアップグレードは、アップグレード前にオンデマンドバックアップを実行し、アップグ
レードに失敗した場合にリストア処理を実行すると、計画的停止全体に大きな影響を及ぼします。4TBのデー
タベースの例では、Snapshotベースのバックアップおよびリストア処理を使用することで、計画的停止を8時
間短縮できます。

別のユースケース例としては、一般的なテストサイクルが挙げられます。このテストサイクルでは、異なるデ
ータセットまたはパラメータを使用して複数のイテレーションを行ってテストを実施する必要があります。高
速バックアップおよびリストア操作を活用すると、テストサイクル内にセーブポイントを簡単に作成し、テス
トが失敗したり、テストを繰り返す必要がある場合に、システムを以前のセーブポイントのいずれかにリセッ
トできます。これにより、テストを早期に完了できるため、より多くのテストとテスト結果の改善が可能にな
ります。
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Snapshotバックアップを実装した場合は、HANAデータベースのコピーが必要な他のユースケースにも対応で
きます。ANFを使用すると、使用可能な任意のSnapshotバックアップの内容に基づいて新しいボリュームを
作成できます。この処理は、ボリュームのサイズに関係なく数秒で実行されます。

最も一般的なユースケースはSAPシステムの更新です。本番用システムのデータをテストシステムまたはQA

システムにコピーする必要があります。ANFクローニング機能を使用すると、本番用システムの任意
のSnapshotコピーからテストシステム用のボリュームをわずか数秒でプロビジョニングできます。その後、
新しいボリュームをテストシステムに接続し、HANAデータベースをリカバリする必要があります。

2つ目のユースケースは、リペアシステムを作成したもので、本番システムでの論理的な破損に対処するため
に使用されます。この場合、本番用システムの古いSnapshotバックアップを使用して修復システムが開始さ
れます。これは、破損が発生する前のデータと同一の、本番システムのクローンです。その後、リペアシステ
ムを使用して問題を分析し、破損する前に必要なデータをエクスポートします。

最後のユースケースは、レプリケーションを停止せずにディザスタリカバリのフェイルオーバーテストを実行
できるかどうかです。したがって、ディザスタリカバリの設定のRTOとRecovery Point Objective（RPO；目
標復旧時点）に影響を与えることはありません。ANFのリージョン間レプリケーションを使用してディザスタ
リカバリサイトにデータをレプリケートする場合は、ディザスタリカバリサイトに本番用Snapshotバックア
ップが用意され、ディザスタリカバリテスト用の新しいボリュームを作成するために使用できます。
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"次の記事：アプリケーションアーキテクチャ向けクラウドバックアップ"

Cloud Backup for Applicationsのアーキテクチャ

"以前：高速バックアップ/クローニング処理のユースケースと価値"

Cloud Backup for Applicationsは、ネットアップクラウドストレージで実行されるアプリ
ケーションにデータ保護機能を提供するSaaS解決策 です。NetApp BlueXPで利用でき
るCloud Backup for Applicationsは、Azure NetApp Files 上のSAP HANAに対して、アプ
リケーションと整合性のある効率的なポリシーベースの保護を提供します。Cloud

Backup for Applicationsでは、一元的な管理と監視が可能です。同時に、アプリケーショ
ン固有のバックアップとリストア処理の管理をユーザに委譲することもできます。

Cloud Backup for Applicationsは、NetApp BlueXP内でSaaSとして実行され、フレームワークとUIを活用しま
す。BlueXP作業環境フレームワークは、Azure NetApp Files のクレデンシャルの設定と管理に使用されま
す。

BlueXP Connectorをお客様のVNet内に導入する必要があります。ネットアップのSaaSコンポーネントとお客
様の環境の間の通信は、コネクタを通じてのみ行われます。コネクタは、ANF管理APIを使用してANFストレ
ージの処理を実行しています。

HANAプラグインは、HANAデータベース固有のロジックを提供するため、各HANAホストに導入する必要が
あります。HANAプラグインは、HANA hdbsqlクライアントとユーザストアキーを使用してHANAデータベー
スと通信します。すべてのデータベース処理はBlueXPコネクタによってトリガーされます。
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"次の記事：『Cloud Backup for Applications for SAP HANA on ANF』"

『Cloud Backup for Applications for SAP HANA on ANF』を参照してください

"以前：Cloud Backup for Applicationsのアーキテクチャ"

解決策の概要

Cloud Backup for Applicationでは、次のコンポーネントに対してSnapshotベースのバックアップ処理がサポー
トされます。

1. * SAP HANAシステム*データボリューム。

2. * SAP HANAデータベースのデータボリューム以外のボリューム*。たとえば、などです /hana/shared

ボリュームやSAPアプリケーションサーバのデータ

3. 特定のHANAシステムに属していないグローバル非データボリューム。たとえば、SAP転送ディレクトリ

などです /usr/sap/trans。

これらのコンポーネントのバックアップ処理には、次のものがあります。

• スケジュールバックアップまたはオンデマンドバックアップ

• オプションのプリスクリプトとポストスクリプト

• ポリシーベースの保持管理

◦ （ANFボリュームレベルのSnapshot用）

◦ SAP HANAバックアップカタログ内（HANAデータボリュームのバックアップ用）

SAP HANAのファイルベースのバックアップは、データベースブロックの整合性チェックに使用され、オンデ
マンドまたはスケジュールされたバックアップ処理として実行することもできます。ポリシーベースの保持管
理は、ファイルシステムレベルおよびHANAバックアップカタログ内で実行されます。
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HANAデータベースのログバックアップの保持管理は、定義されたHANAデータベースデータバックアップの
保持（Snapshotベースまたはファイルベース）に基づいて実行されます。

CBAでは、すべてのSnapshotベースバックアップのリストア処理がサポートされます。ファイルベースのバ
ックアップは、ネイティブのHANAツールを使用してのみリストアできます。

解決策 の運用

Snapshotデータのバックアップは、Cloud Backup for Applicationsで実行されます。そのためには、ストレー
ジレイヤで作成されるSnapshotコピーが、整合性のあるSAP HANAデータベースのイメージに基づいて作成
されるように、SAP HANAデータベースのバックアップセーブポイントがトリガーされます。を参照してくだ
さい "SAPアドミニストレーションガイド" を参照してください。

SAP HANA関連のすべてのリソースを完全にバックアップできるように、Cloud Backup for Applicationsで
は、ストレージベースのSnapshotコピーを使用してデータボリューム以外のすべてのボリュームをバックア
ップすることもできます。非データボリュームをデータベースデータバックアップとは別にスケジュール設定
して、個別の保持ポリシーや保護ポリシーを有効にすることができます。

SAP では、ブロックの整合性チェックを実行するために、ストレージベースの Snapshot バックアップと週次
ファイルベースのバックアップを組み合わせることを推奨しています。ブロック整合性チェックは、CBA内か
ら実行できます。ブロック整合性チェック（ファイルベース）バックアップは、バックアップを別の格納場所
にオフロードする目的でも使用されます。

Cloud Backup for Applicationsは、設定可能な保持ポリシーに基づいて、データバックアップ、ログバックア
ップ、SAP HANAバックアップカタログの削除を管理します。

次の図は、バックアップ解決策をまとめたものです。
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データ以外のボリュームのストレージベースのSnapshotバックアップを実行すると、Cloud Backup for

Applicationsは次のタスクを実行します。

1. データボリューム以外のストレージ Snapshot コピーを作成します。

2. 定義した保持ポリシーに基づいてストレージ Snapshot コピーを削除します。

SAP HANAデータベースのストレージベースのSnapshotバックアップを実行すると、Cloud Backup for

Applicationsは次のタスクを実行します。

1. SAP HANA のバックアップセーブポイントを作成して、永続性レイヤに整合性のあるイメージを作成しま
す。

2. データボリュームのストレージ Snapshot コピーを作成します。

3. SAP HANA バックアップカタログにストレージの Snapshot バックアップを登録します。

4. SAP HANA のバックアップセーブポイントを解放します。

5. 定義した保持ポリシーに基づいてストレージ Snapshot コピーを削除します。

6. 定義された保持ポリシーに基づいて、 SAP HANA のバックアップカタログのエントリを削除します。

7. データバックアップが手動または保持ポリシーに基づいて削除されるたびに、Cloud Backup for

Applicationsは最も古いデータバックアップよりも古いログバックアップをすべて削除します。ログバッ
クアップは、ファイルシステムと SAP HANA のバックアップカタログから削除されます。

サポートされている SAP HANA リリースと構成

Cloud Backup for Applicationsでは、単一テナントまたは複数テナントのHANA MDCシステムがサポートさ
れ、次の構成オプションが用意されています。

• SAP HANA 2.0 SPS4 以降

• SAP HANAシングルホストシステム

• SAP HANAマルチホストシステム（を参照） "『Backup operations with HANA multiple-host systems』"
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• の説明に従って、HANA System Replication（HSR）を使用して設定されたSAP HANAシステム "

『Backup Operations with HANA System Replication』"

"次の記事：Cloud Backup for Applicationsの概念とベストプラクティス"

Cloud Backup for Applicationsの概念とベストプラクティス

"以前：Cloud Backup for Applications for SAP HANA on ANF"

データ保護戦略

Cloud Backup for Applicationsを設定する前に、さまざまなSAPシステムのRTOとRPOの要件に基づいてデー
タ保護戦略を定義する必要があります。

一般的なアプローチは、本番システム、開発システム、テストシステム、サンドボックスシステムなどのシス
テムタイプを定義することです。通常、システムタイプが同じ SAP システムのデータ保護パラメータはすべ
て同じです。

次のパラメータを定義する必要があります。

• Snapshot バックアップを実行する頻度

• Snapshot バックアップを保持する期間

• ブロック整合性チェック（ファイルベースのバックアップ）を実行する頻度

• ブロック整合性チェックバックアップ（ファイルベースのバックアップ）を保持する期間

次の表に、本番、開発、テストの各システムタイプのデータ保護パラメータの例を示します。本番用システム
では、高いバックアップ頻度が定義され、週単位のファイルベースのバックアップが実行されます。テストシ
ステムと開発システムの要件は低く、Snapshotバックアップのスケジュール設定頻度も低くなります。

パラメータ 本番用システム 開発システム システムをテストする

Snapshot のバックアップ
頻度

4 時間ごと 6 時間ごと 12 時間ごと

Snapshot バックアップの
保持

3 日 3 日 3 日

ブロック整合性チェック
の頻度

週に 1 回 週に 1 回 週に 1 回

ブロック整合性チェック
の保持

4 週間 2 週間 1 週間

次の表に、 Snapshot バックアップ処理のデータ保護パラメータに設定する必要があるポリシーを示します。

パラメータ Policy SnapshotEvery4h

」を参照してください
Policy SnapshotEvery6h

に追加されました
Policy

SnapshotEvery12h
」を参照してください

バックアップタイプ Snapshot ベース Snapshot ベース Snapshot ベース

スケジュールタイプ 毎時 毎時 毎時

保持 カウント = 18 カウント = 12 カウント = 3
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パラメータ Policy SnapshotEvery4h

」を参照してください
Policy SnapshotEvery6h

に追加されました
Policy

SnapshotEvery12h
」を参照してください

バックアップスケジュー
ル

4 時間ごと 6 時間ごと 12 時間ごと

次の表に、ファイルベースのバックアップ処理のデータ保護パラメータに設定する必要があるポリシーを示し
ます。

パラメータ Policy FileBased4Week

の 2
つのグループがあります

ポリシー
FileBased2Weeks

Policy FileBased1Week
のいずれかです

バックアップタイプ ファイルベース ファイルベース ファイルベース

スケジュールタイプ 毎週 毎週 毎週

保持 カウント = 4 カウント = 2 count = 1

バックアップスケジュー
ル

毎週日曜日 毎週日曜日 毎週日曜日

バックアップ処理

SAPでは、HANA 2.0 SPS4を使用したMDCマルチテナントシステムでSnapshotバックアップのサポートが導
入されました。SAP HANA MDC システムでは、テナント構成が静的であるとは限りません。テナントを追加
または削除できます。Cloud Backup for Applicationsは、HANAデータベースがCloud Backup for Applications

に追加されたときに検出された構成に依存することはできません。Cloud Backup for Applicationsは、バック
アップ処理の実行時点で使用可能なテナントを認識している必要があります。

したがって、バックアップ処理を実行するたびに、テナント情報を取得する必要があります。次のステップ
は、 Snapshot バックアップ処理そのものです。この手順には、HANAバックアップセーブポイントとANF

SnapshotバックアップをトリガーするSQLコマンド、HANAバックアップセーブポイントを閉じるSQLコマン
ドが含まれます。close コマンドを使用すると、システムデータベースと各テナントのバックアップカタログ
が HANA データベースによって更新されます。

1つ以上のテナントが停止している場合、SAP HANAはMDCシステムのSnapshotバックアップ
処理をサポートしません。

データバックアップの保持管理とHANAバックアップのカタログ管理を行うには、Cloud Backup for

Applicationsで、最初の手順で特定したシステムデータベースとすべてのテナントデータベースのカタログ削
除処理を実行する必要があります。ログバックアップの場合も同様に、バックアップ処理の一部であった各テ
ナントでCloud Backup for Applicationsワークフローを実行する必要があります。

次の図に、バックアップワークフローの概要を示します。
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HANA データベースの Snapshot バックアップのワークフロー

Cloud Backup for Applicationsでは、SAP HANAデータベースが次の順序でバックアップされます。

1. Cloud Backup for Applicationsは、HANAデータベースからテナントのリストを読み取ります。

2. テナント情報は、バックアップ処理用にCloud Backup for Applicationsメタデータに格納されます。

3. Cloud Backup for Applicationsは、SAP HANAのグローバル同期バックアップセーブポイントをトリガー
して、永続性レイヤに整合性のあるデータベースイメージを作成します。

SAP HANA MDCのシングルテナントシステムまたはマルチテナントシステムの場合、シス
テムデータベースと各テナントデータベースの同期されたグローバルバックアップセーブ
ポイントが1回の操作で作成されます。

4. Cloud Backup for Applicationsでは、HANAシステム用に設定されたすべてのデータボリュームのANF

Snapshotコピーが作成されます。シングルホストのHANAデータベースの場合、データボリュームは1つ
だけです。SAP HANA マルチホストデータベースには、複数のデータボリュームがあります。

5. Cloud Backup for Applications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ま
す。

6. Cloud Backup for Applicationsにより、SAP HANAのバックアップセーブポイントが削除されます。

7. Cloud Backup for Applicationsでは、バックアップに対して定義された保持ポリシーに基づいて、ANF

SnapshotコピーとデータベースおよびSAP HANAバックアップカタログ内のバックアップエントリが削除
されます。HANAバックアップカタログ処理は、システムデータベースとすべてのテナントに対して実行
されます。

8. Cloud Backup for Applicationsでは、ファイルシステム上のログバックアップとSAP HANAバックアップ
カタログ内の、成功した最も古いデータバックアップよりも古いログバックアップがすべて削除されま
す。これらの処理は、システムデータベースとすべてのテナントに対して実行されます。
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ブロック整合性チェック処理のバックアップワークフロー

Cloud Backup for Applicationsは、ブロックの整合性チェックを次の順序で実行します。

1. Cloud Backup for Applicationsは、HANAデータベースからテナントのリストを読み取ります。

2. Cloud Backup for Applicationsは、システムデータベースと各テナントに対してファイルベースのバックア
ップ処理をトリガーします。

3. Cloud Backup for Applicationsは、ブロック整合性チェック処理用に定義された保持ポリシーに基づいて、
データベース、ファイルシステム、およびSAP HANAバックアップカタログのファイルベースのバックア
ップを削除します。ファイルシステムでのバックアップの削除処理とHANAバックアップカタログの削除
処理が、システムデータベースとすべてのテナントに対して実行されます。

4. Cloud Backup for Applicationsでは、ファイルシステム上のログバックアップとSAP HANAバックアップ
カタログ内の、SAP HANAバックアップカタログに指定された最も古いデータバックアップよりも古いロ
グバックアップがすべて削除されます。これらの処理は、システムデータベースとすべてのテナントに対
して実行されます。

バックアップ保持管理、および不要なデータバックアップとログバックアップの削除

データバックアップの保持管理とログバックアップの不要な管理は、主に次の4つの領域に分けられます。

• Snapshot バックアップ

• ファイルベースのバックアップ

• SAP HANA のバックアップカタログでのデータのバックアップ

• SAP HANA のバックアップカタログとファイルシステムにバックアップを記録します

次の図は、各種ワークフローの概要と各処理の依存関係を示しています。以降のセクションでは、さまざまな
処理について詳しく説明します。

Snapshot バックアップの保持管理

Cloud Backup for Applicationsは、Cloud Backup for Applicationsバックアップポリシーに定義されている保持
期間に従って、ストレージとCloud Backup for ApplicationsリポジトリにあるSnapshotコピーを削除すること
で、SAP HANAデータベースのバックアップやデータボリューム以外のバックアップの不要な削除を処理しま
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す。

保持管理ロジックは、Cloud Backup for Applicationsのバックアップワークフローごとに実行されます。

Cloud Backup for Applicationsでは、Snapshotバックアップを手動で削除することもできます。

ファイルベースのバックアップの保持管理

Cloud Backup for Applicationsは、Cloud Backup for Applicationsバックアップポリシーで定義された保持期間
に従ってファイルシステム上のバックアップを削除することで、不要なファイルベースのバックアップの削除
を処理します。

保持管理ロジックは、Cloud Backup for Applicationsのバックアップワークフローごとに実行されます。

SAP HANA のバックアップカタログ内でのデータバックアップの保持管理

Cloud Backup for Applicationsでバックアップ（Snapshotベースまたはファイルベース）が削除されると、そ
のデータバックアップもSAP HANAのバックアップカタログから削除されます。

ログバックアップの保持管理

SAP HANA データベースでは、ログバックアップが自動的に作成されます。これらのログバックアップ実行
では、SAP HANAで設定されたバックアップディレクトリに、個 々 のSAP HANAサービスのバックアップフ
ァイルが作成されます。

成功した最も古いデータバックアップよりも古いログバックアップは、フォワードリカバリでは不要になるた
め、削除できます。

Cloud Backup for Applicationsは、次の手順を実行して、ファイルシステムレベルおよびSAP HANAバックア
ップカタログで不要なログファイルのバックアップを削除します。

• Cloud Backup for Applicationsは、SAP HANAのバックアップカタログを読み取り、成功したファイルベ
ースまたはSnapshotの最も古いバックアップのバックアップIDを取得します。

• Cloud Backup for Applicationsでは、SAP HANAカタログおよびファイルシステム内の、このバックアッ
プIDより古いログバックアップがすべて削除されます。

Cloud Backup for Applicationsは、Cloud Backup for Applicationsで作成されたバックアップの
不要な削除のみを処理します。Cloud Backup for Applications以外で追加でデータバックアップ
を作成する場合は、バックアップカタログからデータバックアップを削除する必要がありま
す。このようなデータバックアップをバックアップカタログから手動で削除しないと、そのバ
ックアップが最も古いデータバックアップになり、古いログバックアップはこのデータバック
アップが削除されるまで削除されません。

ログバックアップ不要の削除はデフォルトで有効になっていますが、HANAプラグインのホス

トレベルで無効にすることができます。を編集します hana.property ファイル。

/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc。パラメータも含まれます LOG_CLEANUP_DISABLE

= Y を参照してください hana.property 構成ファイルは、ログバックアップ不要の削除を無
効にします。ファイルが存在しない場合は、作成する必要があります。

14



HANAデータベースとのセキュアな通信を有効にします

HANAデータベースにセキュアな通信が設定されている場合は、 hdbsql CBAによって実行されるコマンド
は、追加のコマンドラインオプションを使用する必要があります。これは、を呼び出すラッパースクリプトを

使用して実現できます hdbsql 必要なオプションを指定します。

SSL通信を設定するためのさまざまなオプションがあります。次の例では、コマンドラインオ
プションを使用して最も単純なクライアント設定について説明します。この場合、サーバ証明
書の検証は行われません。サーバー側またはクライアント側で証明書の検証が必要な場合は、
別のhdbsqlコマンドラインオプションが必要であり、『SAP HANA Security Guide』の説明に
従ってPSE環境を構成する必要があります。

を設定する代わりに hdbsql で実行できます hana.properties ファイルの場合は、ラッパースクリプトを
追加します。をクリックします `/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/hana.properties`の場合は、次の内容を追加す
る必要があります。ファイルが存在しない場合は、作成する必要があります。

この例は、SIDがSM1でインスタンス番号が12のHANAシステムを対象としています。

HANA_HDBSQL_CMD = /usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsqls

ラッパースクリプト「 hdbsqls 」は、必要なコマンドラインオプションを指定して「 hdbsql 」を呼び出しま
す。

#/bin/bash

/usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsql -e -ssltrustcert $*

Snapshot バックアップに必要な容量

従来のデータベースの変更率と比較して、ストレージレイヤのブロック変更率が高いことを考慮する必要があ
ります。列ストアのHANAテーブルマージプロセスにより、テーブル内の変更されたデータだけでなく、テー
ブル全体がディスクに書き込まれます。

当社の顧客ベースのデータでは、1日に複数のSnapshotバックアップを作成した場合、1日あたりの変更率
は20~50%です。

"次の記事：インストールと設定の手順の概要"

インストールと設定の手順の概要

"以前：Cloud Backup for Applicationsの概念とベストプラクティス"

必要なインストールと設定の手順は、3つの領域に分けることができます。

• NetApp BlueXPコンポーネントのインストールと設定

データ保護解決策 の初期セットアップ時に1回実行する必要があります。

• HANAホストとデータベースでの準備手順
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CBAで保護するHANAデータベースごとに実行する必要があります。

• 『Cloud Backup for Applications』の設定手順を参照してください。

CBAで保護するHANAデータベースごとに実行する必要があります。

NetApp BlueXPコンポーネントのインストールと設定

NetApp BlueXPのコンポーネントのインストールと設定については、を参照してください "クラウドネイティ
ブアプリケーションデータの保護|ネットアップのドキュメント"。

1. BlueXPに登録してネットアップアカウントを設定

2. Azure VNetにBlueXPコネクタを導入します。

3. BlueXPでAzure NetApp Files の作業環境を作成

HANAホストとデータベースでの準備手順

1. HANAホストにJava 11をインストールします。HANAデータベースホストにJava 11（64ビット）
のOracle JavaまたはOpenJDKをインストールしておく必要があります。

2. の説明に従って、CBA HANAプラグインをHANAホストに導入します "Deploy Cloud Backup for

Applications Plug-in for SAP HANA |ネットアップのドキュメント"。

3. 次の章で説明するように、HANAシステムデータベースでバックアップユーザを作成します。

『Cloud Backup for Applications』の設定手順を参照してください

1. Cloud Backup for ApplicationsにHANAホストを追加します。

a. HANAユーザストアキーの設定。

b. ストレージフットプリント構成。
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2. HANAシステムのバックアップポリシーを作成して割り当てます。

a. Snapshotベースのバックアップ処理。

b. ファイルベースのバックアップ処理。

3. データボリューム以外のバックアップ処理を設定します。

a. ストレージフットプリント構成。

b. バックアップポリシーを作成して割り当てます。

4. データボリューム以外のグローバルバックアップ処理を設定します。

a. システムの詳細設定。

b. ストレージフットプリント構成。

c. バックアップポリシーを作成して割り当てます。

次の章では、Cloud Backup for Applicationsの設定手順について詳しく説明します。

HANAシステムデータベースにバックアップユーザを作成します

CBAを使用してバックアップ処理を実行するために、HANAデータベースに専用のデータベースユーザを設定
することを推奨します。2番目の手順では、このバックアップユーザにSAP HANAユーザストアキーを設定
し、このユーザストアキーをCloud Backup for Applications SAP HANAプラグインの設定で使用します。次の
図は、バックアップユーザの作成に使用するSAP HANA Studioを示しています。

必要な権限は次のとおりです。

• バックアップ管理者

• カタログ読み取り

• データベースバックアップ管理者

• データベースリカバリオペレータ

SAP HANA MDCシステムの場合は、システムデータベースにユーザを作成する必要があります。これは、シ
ステムデータベースとテナントデータベースのすべてのバックアップコマンドがシステムデータベースを使用
して実行されるためです。
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HANAシステムをCloud Backup for Applicationに追加します

1. BlueXPで、[保護]>*>[アプリケーション]*を選択します

2. 次のスクリーンショットは、最初のHANAシステムを追加する際のワークフローを示しています。Cloud

Backup for Applicationsにすでにシステムを追加している場合は、最初の画面にダッシュボードビューが
表示され、HANAシステムを追加するための*[システムの追加]*ボタンが表示されます。その場合、ステッ
プ5が最初のステップです。[アプリケーションの検出]*をクリックします。
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3. [クラウドネイティブ]*をクリックします。

4. [SAP HANA]*をクリックします。

19



5. [System Details]画面で、システムタイプ（HANAシングルコンテナまたはマルチテナントデータベースコ
ンテナ）を選択します。HANAシステムのSIDを指定し、システム名としてフリーテキストを入力しま
す。

次のスクリーンショットは、SAP HANAシステムPR1の構成を示しています。

6. [プラグインホストを追加]*をクリックして、HANAデータベースホストを追加します。通常はホスト名が

使用されます。IPアドレスも機能します。ポート 8145 は、HANAデータベースホストにインストールさ
れたHANAプラグインのデフォルトポートです。プラグインのインストール中に変更がなかった場合は、
デフォルトのポートが有効になります。
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HANAマルチホストシステムの場合は、システムデータベースが実行されているホストを追
加するだけで済みます。

選択画面を示しています。"]

7. HANAデータベースのユーザストアキーを追加するには、*[ユーザストアキーの追加]*をクリックします。

HANA データベースのユーザストアキーを設定するための情報を入力します。任意の名前をキー名として
指定できます。システムの詳細には 'hdbsql クライアントを使用してシステム・データベースと通信する

IP アドレスとポートが含まれますSAP HANA MDCシステムの場合は、ポート 3<instanceNo>13 は、シ
ステムデータベースへのSQLアクセス用の標準ポートです。

以前に設定したシステムデータベースに、データベースユーザのユーザ名とパスワードを入力する必要が
あります。Cloud Backup for Applicationsでは、この情報を使用してユーザストアキーが自動的に作成さ
れ、そのキーを使用してHANAデータベースと通信します。
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選択画面を示しています。"]

8. HANAホストでは、次のコマンドを実行してキーが機能するかどうかを確認できます。

pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore list

DATA FILE       : /usr/sap/PR1/pr1adm/.hdb/vm-pr1/SSFS_HDB.DAT

KEY FILE        : /usr/sap/PR1/pr1adm/.hdb/vm-pr1/SSFS_HDB.KEY

KEY PR1KEY

  ENV : 10.0.1.20:30113

  USER: SNAPSHOT

KEY PR1SAPDBCTRL

  ENV : vm-pr1:30113

  USER: SAPDBCTRL

pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY

Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.

Type:  \h for help with commands

       \q to quit

hdbsql SYSTEMDB=>

9. [次へ]*をクリックして、[システムの詳細]の設定を完了します。
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画面を示しています。"]

10. [ストレージの追加]*をクリックして、HANAデータベースのストレージフットプリントを設定します。

画面の[Add Storage]ボタンを示しています。"]

11. HANA システムのストレージボリュームの情報を入力します。

12. 作業環境と、HANAシステムのANFボリュームに使用するネットアップアカウントを選択します。HANA

システムのデータボリュームを選択します。この例では、これがです PR1_data_mnt00001。

SAP HANA マルチホストシステムの場合は、システムに属するすべての HANA ホストのデ
ータボリュームを選択する必要があります。
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選択画面を示しています。"]

13. [次へ]*をクリックしてストレージフットプリントを追加します。

14. 構成を確認し、*[システムの追加]*をクリックします。
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HANAシステムがCloud Backup for Applicationsに追加されました。次の手順では、バックアップ処理を設定
する必要があります。
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"次の記事：バックアップポリシーを作成する"

バックアップポリシーを作成する

"以前：インストールと設定の手順の概要。"

前述したように、ポリシーは通常、リソースとは別に設定され、複数のSAP HANAデー
タベースで使用できます。一般的な最小構成は、次の2つのポリシーで構成されます。

• 時間単位のSnapshotバックアップのポリシー：例： SnapshotEvery4Hours。

• ファイルベースのバックアップを使用した週次ブロック整合性チェックのポリシー：例：

WeeklyBlockIntegrityCheck。

以降のセクションでは、これら 2 つのポリシーの設定について説明します。

Snapshotベースのバックアップのポリシーを作成します

1. 新しいポリシーを作成するには、[設定]>*[ポリシー]*に移動してください。
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2. [ ポリシーの作成 *] をクリックします。

ボタンを含む画面を示しています。"]

3. Snapshot名の形式を設定します。

HANAバックアップカタログで識別しやすいように、Snapshot名に追加情報 を追加することを推奨しま
す。

HSRセットアップでは、システム名も名前形式に追加する必要があります。もちろん、プ
ライマリホストとセカンダリホストのシステム名にロールまたはホスト名が含まれるよう

に設定する必要があります。たとえば、 SID-HSR-Primary または SID-HSR-

Secondary。このアプローチでは、HANAのバックアップカタログでバックアップを作成
したホストを簡単に特定できます。
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フィールドに値が入力されました。"]

4. スケジュールを設定します。この例では、Snapshotバックアップを4時間ごとに実行し、3日間保持しま
す。

5. 必要に応じて、バックアップ処理で実行するプリスクリプトとポストスクリプトを追加できます。

スクリプトはHANAデータベースホストで実行されます。も参照してください "クラウドネイティブ
のSAP HANAデータベースのバックアップ|ネットアップのドキュメント"。
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フィールドと[ポストスクリプト]フィールドが表示されます。"]

6. Snapshotベースのバックアップのポリシーが作成されました。

ファイルベースのバックアップ用のポリシーを作成します

1. [ * ポリシーの作成 * ] を選択します。
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2. [Create Policy]画面で、ポリシー名、バックアップタイプ、バックアップの命名規則、およびスケジュー
ルと保持の詳細を入力します。

3. この例では、毎週日曜日にバックアップを実行し、* Copy to Keep *を1つ保持するように設定しました。

「1」は、*コピーを保持するために設定できる最小数です。つまり、ファイルシステムに
は常に少なくとも1つのファイルベースのバックアップが存在します。次のファイルベース
のバックアップの実行時には、新しいバックアップの作成後に古いバックアップが削除さ
れるため、2倍の容量が必要になります。
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4. 必要に応じて、バックアップ処理で実行するプリスクリプトとポストスクリプトを追加できます。

フィールドと[ポストスクリプト]フィールドが表示されます。"]

5. バックアップポリシーのリストに、Snapshotバックアップのポリシーとファイルベースのバックアップの
ポリシーが表示されるようになりました。
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"次の記事：HANAデータベースのSnapshotベースのバックアップ処理"

HANAデータベースのSnapshotベースのバックアップ処理

"対処方法：バックアップポリシーを作成します。"

HANAシステムにポリシーを割り当てます

スケジュールされたバックアップをアクティブ化するには、HANAシステムにバックアップポリシーを割り当
てる必要があります。

1. >[データボリューム]*に移動します。
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2. [Assign] をクリックします。

<img src="/tmp/d20230425-5926-7x9k3o/source/media/anf-cba-image37.png" format="png" alt="<strong>

このスクリーンショットは、BlueXP <font size=&quot;1.15em&quot;><color

rgb=&quot;b12146&quot;>›</color></font> Backup and Recovery <font size=&quot;1.15em&quot;><color

rgb=&quot;b12146&quot;>›</color></font> Applications <font size=&quot;1.15em&quot;><color

rgb=&quot;b12146&quot;>›</color></font> Systemsの画面を示しています。[Assign selection">画面が表示
されます。</strong>]

3. これでポリシーがHANAシステムに割り当てられ、スケジュールの定義に基づいてSnapshotバックアップ
が実行されます。
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オンデマンドのSnapshotバックアップを作成します

オンデマンドデータベースバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

1. CBAダッシュボードビューで、コンテキストメニューから*>[データボリューム]*を選択します。

2. [オンデマンドバックアップ]ダイアログで、[ポリシーベース]*または[ 1回のみ]*を選択します。

◦ Policy-Based *では、オンデマンドバックアップは、保持およびプリスクリプトおよびポストスクリプ
トの設定に関して、スケジュールされたバックアップと同様に処理されます。

◦ One time *では、特定の保持、特定のバックアップ名、特定のプリスクリプトとポストスクリプトを
定義できます。

3. この例では、ポリシーベースを選択したあと、次の手順でポリシーと保持を選択できます。
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[Job Monitoring]ビューでは、さまざまなワークフローステップ、ステップの実行時間、および合計操作実
行時間を確認できます。この例では、バックアップ処理に約1分かかりました。
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CBAトポロジビューでSnapshotバックアップ情報を確認します

CBAダッシュボードビューのコンテキストメニューで、*[View Topology]*を選択してバックアップの概要を開
きます。

バックアップの概要には、CBAを使用して作成されたバックアップのリストが表示されます。

バックアップ名は、バックアップポリシーで定義された形式に従います。同じ命名規則
が、SAP HANAバックアップカタログのエントリとANFボリュームのSnapshot名にも使用され
ます。
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SAP HANA StudioでSnapshotバックアップ情報を確認します

SAP HANA MDC システムのストレージ Snapshot コピーを使用してバックアップを実行する場合は、データ
ボリュームの Snapshot コピーが作成されます。このデータボリュームには、システムデータベースのデータ
およびすべてのテナントデータベースのデータが含まれます。この物理アーキテクチャを反映するため、CBA

がSnapshotバックアップを開始するたびに、SAP HANAはシステムデータベースとすべてのテナントデータ
ベースの組み合わせバックアップを内部的に実行します。その結果、 SAP HANA のバックアップカタログ
に、システムデータベース用とテナントデータベース用に 1 つずつ、合計複数のバックアップエントリが作
成されます。

SAP HANAバックアップカタログのCBAバックアップ名は、次の2つの図に示すように、[Comment]フィール
ドと[External Backup ID（EBID）]フィールドに保存されます。次の図は、システムデータベースとテナント
データベース PR1 を示しています。どちらの図でも、CommentフィールドとEBIDフィールドに保存されて
いるCBAバックアップ名が強調表示されています。

CBAは独自のバックアップのみを認識します。SAP HANA Studioなどで作成されたその他のバ
ックアップは、SAP HANAカタログには表示されますが、CBAには表示されません。
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Azure PortalでSnapshotバックアップ情報を確認します

ANFボリュームのSnapshotバックアップ名には、CBAでバックアップ名として使用されている名前と同じ名
前が使用されます。次の図に、 Azure portal と Snapshot backups for the database data volume を示します。
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"次の記事：HANAデータベースのファイルベースのバックアップ処理"

HANAデータベースのファイルベースのバックアップ処理

"以前：HANAデータベースのSnapshotベースのバックアップ処理。"

SAP では、ブロックの整合性チェックを実行するために、ストレージベースの
Snapshot バックアップと週次ファイルベースのバックアップを組み合わせることを推奨
しています。Cloud Backup for Applicationsでは、バックアップタイプとしてファイルベ
ースのバックアップが選択されているポリシーを使用して、ブロック整合性チェックを
実行できます。

ファイルベースのバックアップでは、HANAデータボリュームのSnapshotバックアップに加えて、セカンダリ
バックアップコピーも作成されます。これらのファイルベースのバックアップは、プライマリデータボリュー
ムが完全に失われた場合のリストア処理とリカバリ処理に使用できます。

このポリシーを使用してバックアップをスケジュールすると、Cloud Backup for Applicationsによって、シス
テムおよびすべてのテナントデータベース用に標準のSAP HANAファイルバックアップが作成されます。

HANAシステムにポリシーを割り当てます

スケジュールされたバックアップをアクティブ化するには、HANAシステムにバックアップポリシーを割り当
てる必要があります。

1. >[データボリューム]*に移動します。
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2. ファイルベースのバックアップのポリシーを選択し、*[割り当て]*をクリックします。

3. これでポリシーがHANAシステムに割り当てられ、スケジュール定義に基づいてファイルベースのバック
アップが実行されます。

ファイルベースのバックアップをオンデマンドで作成

オンデマンドデータベースバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

1. CBAダッシュボードビューで、コンテキストメニューから[On-Demand Backup–Data Volume]を選択しま
す。
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2. [オンデマンドバックアップ]ダイアログで、[ポリシーベース]*または[ 1回のみ]*を選択します。

◦ Policy-Based *では、オンデマンドバックアップは、保持およびプリスクリプトおよびポストスクリプ
トの設定に関して、スケジュールされたバックアップと同様に処理されます。

◦ One time *では、特定の保持、特定のバックアップ名、特定のプリスクリプトとポストスクリプトを
定義できます。

3. この例では、ポリシーベースを選択しています。次の手順でポリシーと保持を選択します。

4. [Job Monitoring]ビューでは、さまざまなワークフローステップ、ステップの実行時間、および合計操作実
行時間を確認できます。
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CBAトポロジビューでファイルベースのバックアップ情報を確認します

Cloud Backup for Applicationsでは、Snapshotコピーベースのバックアップと同様にファイルベースのバック
アップが表示されません。代わりに、最新のファイルベースのバックアップだけが表示されます。ファイルベ
ースのバックアップの成功または失敗は、ジョブモニタビューに表示されます。
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ファイルシステムのファイルベースのバックアップ情報を確認します

ブロック整合性チェックが成功すると、標準の SAP HANA データバックアップファイルが作成されま
す。CBAでは、ファイルベースのデータバックアップ処理用にHANAデータベースに設定されているバックア
ップパスが使用されます。命名規則は、ファイルベースのバックアップのバックアップポリシーの設定に従い
ます。
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vm-pr1:/hanabackup/PR1/file # ls -al *

DB_PR1:

total 3355880

drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys       4096 Jan  3 10:12 .

drwxr-x--- 4 pr1adm sapsys       4096 Dec 19 13:53 ..

-rw-r----- 1 pr1adm sapsys     155648 Jan  3 10:10

SnapCenter_SnapCenter_PR1_WeeklyBlockIntegrityCheck_Weekly_2023_01_03_10_1

0_19_databackup_0_1

-rw-r----- 1 pr1adm sapsys   83894272 Jan  3 10:11

SnapCenter_SnapCenter_PR1_WeeklyBlockIntegrityCheck_Weekly_2023_01_03_10_1

0_19_databackup_2_1

-rw-r----- 1 pr1adm sapsys 1627398144 Jan  3 10:12

SnapCenter_SnapCenter_PR1_WeeklyBlockIntegrityCheck_Weekly_2023_01_03_10_1

0_19_databackup_3_1

SYSTEMDB:

total 3092672

drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys       4096 Jan  3 10:12 .

drwxr-x--- 4 pr1adm sapsys       4096 Dec 19 13:53 ..

-rw-r----- 1 pr1adm sapsys     159744 Jan  3 10:10

SnapCenter_SnapCenter_PR1_WeeklyBlockIntegrityCheck_Weekly_2023_01_03_10_1

0_19_databackup_0_1

-rw-r----- 1 pr1adm sapsys 1577066496 Jan  3 10:12

SnapCenter_SnapCenter_PR1_WeeklyBlockIntegrityCheck_Weekly_2023_01_03_10_1

0_19_databackup_1_1

vm-pr1:/hanabackup/PR1/file #

SAP HANA Studioでファイルベースのバックアップ情報を確認します

SAP HANA のバックアップカタログには、システムデータベースとテナントデータベースの両方のエントリ
が表示されます。次の図は、システムデータベースとテナントデータベースのバックアップカタログに含まれ
るCBAファイルベースのバックアップを示しています。
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"次の記事：データボリューム以外のボリュームでのSnapshotベースのバックアップ処理。"

データボリューム以外のボリュームのSnapshotベースのバックアップ処理

"以前：HANAデータベースのファイルベースのバックアップ処理。"

前述したように、CBAではデータ以外のボリュームのバックアップ処理がサポートされ
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ます。データ以外のボリュームは、などの特定のSAP HANAシステムに属するボリュ

ームです /hana/shared SAPアプリケーションサーバのボリュームなどがあります

/usr/sap/SID または sapmnt/SID。

設定

1. CBAダッシュボードビューで、[Manage System–Add Non-Data Volume]を選択します。

2. データボリューム以外のボリュームの情報を入力します。

作業環境と、HANAシステムのANFボリュームに使用するネットアップアカウントを選択します。ボリュ

ームを選択します。この例では、 PR1_shared。
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ポリシーを割り当てます

スケジュールされたバックアップをアクティブ化するには、バックアップポリシーを割り当てる必要がありま
す。

1. >[データボリューム以外のボリューム]*に移動します。

2. [Assign] をクリックします。
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データボリューム以外のボリュームのオンデマンドバックアップを作成します

オンデマンドデータベースバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

1. CBAダッシュボードビューで、コンテキストメニューから[On-Demand Backup–Data Volume]を選択しま
す。

2. [オンデマンドバックアップ]ダイアログで、[ポリシーベース]*または[ 1回のみ]*を選択します。

◦ ポリシーベースの場合、オンデマンドバックアップは、保持およびプリスクリプトおよびポストスク
リプトの設定に関して、スケジュールされたバックアップと同様に処理されます。
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◦ 特定の保持、特定のバックアップ名、特定のプリスクリプトとポストスクリプトを一度に定義できま
す。

この例ではポリシーベースを選択しており、次の手順としてポリシーと保持を選択する必要がありま
す。

[Job Monitoring]ビューでは、さまざまなワークフローステップ、ステップの実行時間、および合計操
作実行時間を確認できます。この例では、バックアップ処理に47秒かかりました。

ビューのスクリーンショット。"]
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CBAトポロジビューでSnapshotバックアップ情報を確認します

CBAダッシュボードビューのコンテキストメニューで、*[View Topology]*を選択してバックアップの概要を開
きます。

バックアップの概要には、CBAを使用して作成されたバックアップのリストが表示されます。

バックアップ名は、バックアップポリシーで定義された形式になります。ANFボリューム
のSnapshot名にも同じ命名規則が使用されます。

Azure PortalでSnapshotバックアップ情報を確認します

CBAでバックアップ名として使用されている名前は、ANFボリュームのSnapshotバックアップ名としても使
用されます。次の図は、Azureポータルとデータボリューム以外のボリュームのSnapshotバックアップを示し

ています pr1-shared。
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"次の記事：データボリューム以外のグローバルボリュームのSnapshotベースのバックアップ処理。"

データボリューム以外のグローバルボリュームのSnapshotベースのバックアップ処理

"以前：データボリューム以外のボリュームに対するSnapshotベースのバックアップ処理。"

CBAでは、グローバル非データボリュームとは、特定のHANAシステムに割り当てられ
ていないボリュームのことです。たとえば、SAP転送ディレクトリなどです

/usr/sap/trans またはソフトウェアリポジトリ。

設定

データ以外のボリュームに対してデータ保護を設定するには、次の手順を実行します。

1. をクリックし、[システムタイプ]として[グローバルデータボリューム以外]*を選択します。
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2. 情報提供のために、名前とSIDまたはSIDのリストを指定します。また、プラグインホストを選択する必要
があります。環境内の任意のプラグインホストを指定できます。

3. [ストレージの追加]*をクリックして、グローバル非データボリュームのストレージフットプリントを設定
します。
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4. グローバル非データボリュームの情報を入力します。

5. データ以外のグローバルボリュームは、HANAシステムと同じ方法でCBAダッシュボードに表示されま
す。
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ポリシーを割り当てます

スケジュールされたバックアップをアクティブ化するには、バックアップポリシーを割り当てる必要がありま
す。

1. [ポリシーの割り当て]*に進みます。

2. [Assign] をクリックします。
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3. これでポリシーがデータボリューム以外のボリュームに割り当てられます。

データボリューム以外のグローバルボリュームのオンデマンドバックアップを作成します

オンデマンドデータベースバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

1. CBAダッシュボードビューで、コンテキストメニューから*オンデマンドバックアップ*を選択します。
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2. [オンデマンドバックアップ]ダイアログで、[ポリシーベース]*または[ 1回のみ]*を選択します。

◦ Policy-Based *では、オンデマンドバックアップは、保持およびプリスクリプトおよびポストスクリプ
トの設定に関して、スケジュールされたバックアップと同様に処理されます。

◦ One time *では、特定の保持、特定のバックアップ名、特定のプリスクリプトとポストスクリプトを
定義できます。

この例では[Policy-Based]を選択しているため、次の手順でポリシーと保持を選択する必要がありま
す。

[* Job Monitoring]*ビューでは、さまざまなワークフローステップ、ステップの実行時間、および合計
操作実行時間を確認できます。この例では、バックアップ処理に41秒かかりました。
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CBAトポロジビューでSnapshotバックアップ情報を確認します

CBAダッシュボードビューのコンテキストメニューで、*[View Topology]*を選択してバックアップの概要を開
きます。

バックアップの概要には、CBAを使用して作成されたバックアップのリストが表示されます。

バックアップ名は、バックアップポリシーで定義された形式になります。ANFボリューム
のSnapshot名にも同じ命名規則が使用されます。
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Azure PortalでSnapshotバックアップ情報を確認します

ANFボリュームのSnapshotバックアップ名には、CBAでバックアップ名として使用されていた名前と同じ名
前が使用されます。次の図は、Azureポータルと、データ以外のグローバルボリュームのSnapshotバックアッ

プを示しています software。

"次の記事：Snapshotバックアップからのリストアとリカバリ"

Snapshotバックアップからのリストアとリカバリ

"以前：データボリューム以外のグローバルボリュームのSnapshotベースのバックアップ処理。"

次のセクションでは、HANA MDCシングルホスト、シングルテナントシステムのリスト
アとリカバリのワークフローについて説明します。マルチホストシステムの違いを強調
表示します。以下の例では、手動リカバリを実行するツールとして SAP HANA Studio

を使用しています。リカバリ処理には、 SAP HANA Cockpit または HANA の SQL ステ
ートメントを使用することもできます。

SAP HANA StudioとCloud Backup for Applicationsを使用してSAP HANA MDCシングルテナントシステムを
リストアおよびリカバリするには、次の手順を実行します。

1. SAP HANA Studio でリストアとリカバリのプロセスを準備します。

a. [システムデータベースのリカバリ]*を選択し、SAP HANAシステムのシャットダウンを確認します。

b. リカバリタイプとログのバックアップ先を選択します。

データバックアップのリストが表示されます。

c. 該当するバックアップを選択し、外部バックアップ ID を確認します。
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2. HANA データボリュームをアンマウントします。

3. Cloud Backup for Applicationsを使用してリストアプロセスを実行します。

a. バックアップビューで、 SAP HANA Studio の外部バックアップの ID またはコメントフィールドに一
致するバックアップを選択します。

b. リストア処理を開始するには、コンテキストメニューで*[リストア]*を選択します。

4. HANA データボリュームをマウント

5. SAP HANA Studio を使用して、システムデータベースのリカバリプロセスを実行します。

a. バックアップリストの*[リフレッシュ]*をクリックし、リカバリに使用できるバックアップ（緑色のア
イコンで示されます）を選択します。

b. リカバリ処理を開始します。

リカバリ処理が完了すると、システムデータベースが起動します。

6. SAP HANA Studio を使用してテナントデータベースのリカバリプロセスを実行します。

a. [Recover Tenant Database]*を選択し、リカバリするテナントを選択します。

b. リカバリタイプとログのバックアップ先を選択します。

7. データバックアップのリストが表示されます。データボリュームはすでにリストアされているため、テナ
ントのバックアップには使用可能（緑）と表示されます。

a. バックアップを選択し、リカバリプロセスを開始します。リカバリプロセスが完了すると、テナント
データベースが自動的に起動します。

データバックアップのリストが表示されます。データボリュームはすでにリストアされているため、テナント
のバックアップには使用可能（緑）と表示されます。バックアップを選択し、リカバリプロセスを開始しま
す。リカバリプロセスが完了すると、テナントデータベースが自動的に起動します。

以下に、HANAシステムPR1のリストア処理とリカバリ処理の手順を示します。

リストアとリカバリの処理を準備

1. SAP HANA Studioでシステムデータベースのリカバリを開始するには、[バックアップとリカバリ]>*[シス
テムデータベースのリカバリ]*に移動します。
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2. リカバリ・タイプを選択して ' ［ * 次へ * ］ をクリックします
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3. バックアップカタログの場所を指定し、*[次へ]*をクリックします。

4. HANAバックアップカタログの内容に基づいて、使用可能なバックアップのリストが表示されます。必要
なバックアップを選択し、外部バックアップID（最新のバックアップなど）をメモします。
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5. すべてのデータボリュームをアンマウントします。

umount /hana/data/PR1/mnt00001

SAP HANA マルチホストシステムの場合は、各ホストのすべてのデータボリュームをアン
マウントする必要があります。

HANAデータベースをリストア

1. リストア処理を開始するには、[Backup]ビューで、HANA Studioにも表示されるバックアップを選択し、
コンテキストメニューから[Restore]を選択します。
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2. 次の手順では、リストア処理のプリスクリプトとポストスクリプトを指定できます。

Cloud Backup for Applicationsジョブログにリストア処理の進捗状況が表示されます。
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3. リストアプロセスが完了してデータボリュームがマウントされるまで待ちます。

mount /hana/data/SP1/mnt00001

SAP HANAマルチホストシステムの場合は、各ホストのすべてのデータボリュームをマウ
ントする必要があります。

システムデータベースをリカバリします

1. 使用可能なバックアップのリストを更新するには、 SAP HANA Studio に移動して、更新をクリックしま
す。Cloud Backup for Applicationsでリストアされたバックアップは、バックアップのリストに緑色のアイ
コンで表示されます。バックアップを選択し、 Next （次へ）をクリックします。
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2. ログバックアップの場所を指定します。「 * 次へ * 」をクリックします。
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3. 必要に応じて、他の設定を選択します。［ デルタバックアップを使用 ］ が選択されていないことを確認
します。「 * 次へ * 」をクリックします。
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4. リカバリ設定を確認し、*[終了]*をクリックします。
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5. リカバリプロセスが開始されます。システムデータベースのリカバリが完了するまで待ちます。
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テナントデータベースをリカバリ

1. SAP HANA Studioで、システムデータベースのエントリを選択し、[バックアップとリカバリ]>*[テナント
データベースのリカバリ]*に移動します。

2. リカバリするテナントを選択し、*[次へ]*をクリックします。
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3. リカバリタイプを指定して、 Next （次へ）をクリックします。
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4. バックアップカタログの場所を確認し、*[次へ]*をクリックします。

71



5. テナントデータベースがオフラインであることを確認します。[OK] をクリックして続行します。

72



システムデータベースのリカバリ前にデータボリュームのリストアが実行されたため、テナントバックア
ップをすぐに使用できます。

6. 緑色でハイライト表示されたバックアップを選択し、*[Next]*をクリックします。

7. ログバックアップの場所を確認し、*[次へ]*をクリックします。
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8. 必要に応じて、他の設定を選択します。[Use Delta Backups]*が選択されていないことを確認します。「 *

次へ * 」をクリックします。
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9. リカバリ設定を確認し、*[終了]*をクリックしてテナントデータベースのリカバリプロセスを開始します。
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10. リカバリが完了してテナントデータベースが起動するまで待ちます。
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SAP HANA システムは稼働中です。

複数のテナントがあるSAP HANA MDCシステムの場合は、テナントごとに手順16~25を繰
り返す必要があります。

"次の記事：HANAシステムレプリケーションによるバックアップ処理"

HANAシステムレプリケーションによるバックアップ処理

"以前：Snapshotバックアップからリストアしてリカバリする。"
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[ストレージ][ Snapshotバックアップ][ HANAシステムレプリケーション]をクリックします

バックアップ処理に必要なSQLコマンドはセカンダリSAP HANAホストでは実行できないため、バックアップ
処理は常にプライマリSAP HANAホストで実行されます。

SAP HANA のバックアップ処理では、プライマリとセカンダリの SAP HANA ホストが単一のエンティティに
なります。同じSAP HANAバックアップカタログを共有し、バックアップがプライマリとセカンダリのどちら
のSAP HANAホストで作成されたかに関係なく、バックアップをリストアとリカバリに使用します。

いずれかのバックアップをリストアに使用したり、両方のホストからログバックアップを使用してリカバリを
転送したりするには、両方のホストからアクセスできる共有ログバックアップの場所が必要です。共有ストレ
ージボリュームを使用することを推奨します。ただし、ログバックアップのデスティネーションは、共有ボリ
ューム内のサブディレクトリに分ける必要があります。

各 SAP HANA ホストには、独自のストレージボリュームがあります。ストレージベースのSnapshotを使用し
てバックアップを実行すると、プライマリSAP HANAホストのストレージボリュームにデータベースと整合性
のあるSnapshotコピーが作成されます。

ホスト2へのフェイルオーバーが実行されると、ホスト2がプライマリSAP HANAホストになり、ホスト2でバ
ックアップが実行され、ホスト2のストレージボリュームにSnapshotバックアップが作成されます。

ホスト 2 で作成されたバックアップは、ストレージレイヤで直接リストアできます。ホスト 1 に作成したバ
ックアップを使用する場合は、ホスト 1 のストレージボリュームからホスト 2 のストレージボリュームにバ
ックアップをコピーする必要があります。フォワードリカバリでは、両方のホストからのログバックアップが
使用されます。
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CBAおよびHSRに対応したHANAシステムを使用したバックアップ処理

ここで簡単に説明したように、HSRに対応したHANAシステムを使用したバックアップ処理については、いく
つかの点を考慮する必要があります。

• バックアップ処理は、プライマリHANAホストでのみ実行できます。したがって、CBAはバックアップ処
理を実行するときに、どのホストが現在プライマリであるかを認識する必要があります。

◦ バックアップSQLステートメントは、現在のプライマリホストに対して実行する必要があります。

◦ Snapshotバックアップはプライマリホストデータボリュームでのみ実行してください。セカンダリホ
ストデータボリュームは整合性がないため、リストアとリカバリの処理には使用できません。

• Snapshotバックアップの保持管理は、両方のホストで実行する必要があります。たとえば、セカンダリホ
ストへのフェイルオーバーが実行された場合、以前のプライマリホストのバックアップも、すべてのレイ
ヤ、CBA内、ANFボリューム、HANAバックアップカタログ内の定義された保持期間に基づいて削除する
必要があります。そうしないと、ログバックアップの保持管理に基づいて古いログバックアップを削除す
ると、古いデータバックアップが原因でブロックされます。

CBAでは、プライマリとセカンダリの両方のHANAホストが、次の図に示すように通常のHANAシステムと同
じように設定されます。設定時の唯一の違いは、このHANAシステムがHSRラレーションの一部であること
をCBAに通知するためのチェックボックスです。CBAはホストからHSRステータスを読み取り、どのホスト
が一緒に属しているか、どのホストがプライマリまたはセカンダリであるかを特定できます。CBA内部では、
これら2つのホストは単一のエンティティとして扱われ、バックアップは現在のプライマリホストに対しての
み実行され、保持管理は両方のホストに対して実行されます。

CBAでは、2ホスト構成のHSRのみがサポートされます。
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インストールと設定の手順の概要

HSRに対応したHANAシステムで必要な設定手順には若干の違いがあります。このセクションでは、すでに説
明されている標準構成手順との違いのみを強調します。

1. プライマリHSRホストのHANAシステムデータベースでバックアップユーザを作成します。

2. Cloud Backup for Applicationsでプライマリホストを追加し、HANAシステムを設定します。

a. 設定時に* HANA System Replication *を選択します。

b. プライマリホストのストレージフットプリントを追加します。
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3. 新しいHANAシステムにHSRアイコンが表示されます。

4. Cloud Backup for Applicationsでセカンダリホストを追加し、HANAシステムを設定します。

a. 設定時に* HANA System Replication *を選択します。
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b. セカンダリホストのストレージフットプリントを追加します。

これで、両方のシステムにHSRアイコンが表示されます。
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5. プライマリとセカンダリのHANAシステムにバックアップポリシーを追加

保持管理は両方のHANAホストで実行されるため、両方のシステムに同じポリシーを追加す
る必要があります。

定義されたポリシーに基づいてバックアップが実行されるようになりました。CBAは、常にプライマリHANA

ホストでSnapshotバックアップ処理を開始します。

"次の記事：HANAマルチホストシステムでのバックアップ処理"

HANAマルチホストシステムでのバックアップ処理

"以前：HANAシステムレプリケーションを使用したバックアップ処理"

HANAデータベースでは、シングルホストシステムと同じ方法でSnapshotバックアップが実行されます。バッ
クアップ処理のSQLコマンドをシステムデータベースでトリガーする必要があります。また、各ノードのすべ
てのデータボリュームの整合性を確保するために、すべてのHANAワーカーノードに対してHANAバックアッ
プセーブポイントが作成されます。次の手順では、各データボリュームでストレージのSnapshot処理を実行
する必要があります。

スタンバイホストを使用しないHANAマルチホストシステム

スタンバイホストのないHANAマルチホストシステムは、HANAシングルホストシステムと同様の方法でCBA

で構成されます。

1. HANAプラグインは、HANAネームサーバとシステムデータベースが実行されているワーカーノードにイ
ンストールする必要があります。Indexserverを実行しているワーカーノードには、HANAプラグインは必
要ありません。

2. HDBのユーザストアキーは、HANAシングルホストシステムの場合と同様に、システムデータベース用に
設定します。
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3. ストレージフットプリントの構成では、HANAシステムのすべてのデータボリュームを追加する必要があ
ります。

次の例では、Data1、Data2、およびData3のボリュームを追加します。

各HANAホストのデータボリュームは、スタンバイホストの設定と同じ方法で各ホストにマ
ウントする必要があります。Cloud Backup for Applicationsでは、バックアップに含まれる
ファイルのリストが作成されるため、HANAシステムに属するすべてのボリュームにアクセ
スできる必要があります。ANFのリージョン間レプリケーションまたはANFバックアップ
が有効になっている場合、単一ファイルのリストア処理にはファイルリストが必要です。

スタンバイホストを備えたHANAマルチホストシステム

現在のCBAバージョンでは、スタンバイホストを備えたHANAマルチホストシステムがサポートされていま
す。これは、ネームサーバをスタンバイホストにフェイルオーバーしたあとに、障害が発生したホストが再起
動され、同じOS構成、ファイルシステムマウント、HANAプラグインが表示されることを前提としていま
す。

スタンバイホストを使用するHANAマルチホストシステムは、次の手順でCBAで設定します。

1. HANAプラグインは、HANAネームサーバ/システムデータベースが実行されているワーカーノードにイン
ストールする必要があります。

2. HDBユーザストアキーは、システムデータベース（ネームサーバホスト）とスタンバイホストの2つのホ
ストで構成されます。CBAキー設定のhost:port文字列はセミコロンで区切る必要があり、リストの先頭と
末尾は二重引用符で囲む必要があります。hdbsqlクライアントは、ユーザストアキーの最初のエントリか
ら開始し、データベースへの接続を試行します。エントリが機能しない場合は、次のエントリが使用され
ます。したがって、プライマリネームサーバホストを最初に、スタンバイホストをユーザストアキーの2

番目のエントリとして設定することが重要です。
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画面を示しています。"]

3. HANAシステムのすべてのデータボリュームをストレージフットプリントの構成に追加する必要がありま
す。

次の図の例では、Data1ボリュームとData2ボリュームを追加する必要があります。

スタンバイホストへのネームサーバのフェールオーバーの場合、障害が発生したホストは短時間で再起動さ
れ、以前と同じ設定になると想定されます。この場合、HANAプラグインとhdbsqlおよびhdbユーザストアコ
ンポーネントを使用でき、引き続きバックアップ処理に使用できます。

前述のユーザーストア構成では’hdbsqlクライアントは現在のネームサーバホストを指す2番目のホストエント
リを使用し’バックアップ処理を実行します
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"次へ：追加情報 およびバージョン履歴の参照先。"

追加情報およびバージョン履歴の参照先

"以前：HANAシステムレプリケーションを使用したバックアップ処理"

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。

• NetApp Cloud Backup for Applicationsの製品ドキュメント

"クラウドネイティブアプリケーションデータの保護|ネットアップのドキュメント"

• Azure NetApp Files を使用した解決策アーキテクチャ

"https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-solution-architectures"

バージョン履歴

バージョン 日付 ドキュメントのバージョン履歴

バージョン 1.0 以降 2023年3月 初版

Amazon FSX上のSAP HANA for NetApp ONTAP -
SnapCenter を使用したバックアップとリカバリ

TR-4926：『SAP HANA on Amazon FSX for NetApp ONTAP - Backup and Recovery
with SnapCenter 』

ネットアップ Nils Bauer
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このテクニカルレポートでは、Amazon FSX上でNetApp ONTAP とNetApp SnapCenter を使用したSAP

HANAデータ保護のベストプラクティスについて説明します。このドキュメントでは、 SnapCenter の概念、
設定に関する推奨事項、設定やバックアップ処理などの運用ワークフローについて説明します。 リストア処
理とリカバリ処理を行うことができます。

今日の企業には、 SAP アプリケーションを中断なく継続的に利用できることが求められています。データ量
が増え続け、システムバックアップなどの日常的な保守作業が必要になった場合に、一貫したパフォーマンス
レベルが期待されます。SAPデータベースのバックアップは重要な作業であり、本番用SAPシステムのパフォ
ーマンスに大きく影響する可能性があります。

バックアップウィンドウは短くなっている一方で、バックアップするデータの量は増え続けています。そのた
め、バックアップを実行してもビジネスプロセスへの影響を最小限に抑えることができれば、時間を見つける
ことは困難です。本番環境と非本番環境のSAPシステムのダウンタイムは、ビジネスコストを削減するために
最小化する必要があるため、SAPシステムのリストアとリカバリに要する時間は重要です。

"次の例：ONTAP 対応のAmazon FSXを使用したバックアップとリカバリ"

Amazon FSX for ONTAP を使用したバックアップとリカバリ

"前へ：概要。"

NetApp Snapshotテクノロジを使用すれば、データベースのバックアップを数分で作成できます。Snapshot

コピーではストレージプラットフォーム上の物理データブロックは移動されないため、 Snapshot コピーの作
成に要する時間はデータベースのサイズに左右されません。また、 Snapshot テクノロジを使用しても、稼働
中の SAP システムのパフォーマンスには影響しません。そのため、対話形式またはバッチでのアクティビテ
ィのピーク期間を考慮せずに、 Snapshot コピーの作成をスケジュールできます。SAPとネットアップのお客
様は、通常、複数のオンラインSnapshotバックアップを1日に行うようにスケジュールを設定します。たとえ
ば、一般的には6時間おきにバックアップを作成します。作成されたSnapshotバックアップは、通常、長期間
保持するために低コストのストレージに移動したり、削除される前にプライマリストレージシステムに3~5日
間保持されています。

Snapshot コピーは、リストア処理とリカバリ処理にも大きなメリットがあります。NetApp SnapRestore テ
クノロジを使用すると、データベース全体またはデータベースの一部を、現在使用可能なSnapshotコピーに
基づいて任意の時点にリストアすることができます。このようなリストアプロセスは、データベースのサイズ
に関係なく数秒で完了します。オンラインのSnapshotバックアップは1日に複数作成できるため、リカバリプ
ロセスに要する時間は、従来の1日1回のバックアップ方式に比べて大幅に短縮されます。24時間以内ではな
く数時間前のSnapshotコピーを使用してリストアできるため、フォワードリカバリで適用するトランザクシ
ョンログの数を少なくします。そのため、従来のストリーミングバックアップでは数時間かかるのに対
し、RTOが数分に短縮されます。

Snapshot コピーバックアップは、アクティブなオンラインデータと同じディスクシステムに格納されます。
セカンダリストレージへのバックアップに代わる手段としてではなく、補助的な用途で使用することを推奨し
ます。リストア処理とリカバリ処理のほとんどは、プライマリストレージシステムでSnapRestore を使用し
て管理されます。セカンダリストレージからのリストアが必要になるのは、 Snapshot コピーが格納されてい
るプライマリストレージシステムが損傷している場合のみです。プライマリロケーションで使用できなくなっ
たバックアップをリストアする必要がある場合は、セカンダリロケーションも使用できます。

セカンダリストレージへのバックアップは、プライマリストレージに作成された Snapshot コピーがベースと
なります。そのため、プライマリストレージシステムから直接データが読み取られ、 SAP データベースサー
バに負荷は生成されません。プライマリストレージは、セカンダリストレージと直接通信し、NetApp

SnapVault 機能を使用してバックアップデータをデスティネーションにレプリケートします。

SnapVault には、従来のバックアップに比べて大きな利点があります。最初のデータ転送でソースからデステ
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ィネーションにすべてのデータが転送されると、以降のバックアップコピーでは、変更されたブロックだけが
セカンダリストレージに移動されます。そのため、プライマリストレージシステムへの負荷およびフルバック
アップに要する時間が大幅に削減されます。SnapVault では変更されたブロックだけがデスティネーションに
格納されるため、データベースのフルバックアップを追加するとディスクスペースの消費量を大幅に削減でき
ます。

Snapshotバックアップおよびリストア処理の実行時間

次の図に、Snapshotバックアップ操作を使用したお客様のHANA Studioを示します。図に示すように、HANA

データベース（約4TBのサイズ）は、Snapshotバックアップテクノロジを使用して1分20秒以内にバックアッ
プされ、ファイルベースのバックアップ処理を実行して4時間以上経過しています。

全体的なバックアップワークフローランタイムの最大の部分は、HANAのバックアップ保存ポイント処理を実
行するために必要な時間です。この手順は、HANAデータベースの負荷によって異なります。ストレージ
Snapshot バックアップ自体は、数秒で完了します。

目標復旧時間の比較

ここでは、ファイルベースとストレージベースのSnapshotバックアップのRecovery Time Objective（RTO；
目標復旧時間）を比較します。RTOは、データベースのリストア、リカバリ、および起動に必要な時間の合計
によって定義されます。

データベースのリストアに必要な時間

ファイルベースのバックアップでは、リストア時間はデータベースのサイズとバックアップインフラによって
異なり、リストア速度は 1 秒あたりのメガバイト数で定義されます。たとえば、インフラで250MBpsの高速
なリストア処理がサポートされている場合、4 TBのデータベースを永続性を維持した状態でリストアするに
は約4.5時間かかります。

ストレージSnapshotコピーバックアップでは、リストア時間はデータベースのサイズに左右されず、常に数
秒の範囲になります。

データベースの起動に必要な時間

データベースの開始時間は、データベースのサイズと、データをメモリにロードするのに必要な時間によって
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異なります。次の例では、データを1000Mbpsでロードできると仮定しています。4TBのメモリをメモリに装
着するには、約1時間10分かかります。開始時間は、ファイルベースおよびSnapshotベースのリストア処理と
リカバリ処理の場合と同じです。

データベースのリカバリに要する時間

リカバリ時間は、リストア後に適用する必要があるログの数によって異なります。この数は、データバックア
ップを実行する頻度によって決まります。

ファイルベースのデータバックアップでは、通常、バックアップスケジュールは 1 日に 1 回となります。バ
ックアップによって本番環境のパフォーマンスが低下するため、通常はバックアップ頻度を高くすることはで
きません。したがって、最悪の場合は、フォワードリカバリ時に 1 日中に書き込まれたすべてのログを適用
する必要があります。

Snapshotバックアップは通常、SAP HANAデータベースのパフォーマンスに影響しないため、頻繁にスケジ
ュールされます。たとえば、Snapshotバックアップが6時間ごとにスケジュールされている場合、最悪の場
合、ファイルベースのバックアップに関しては、リカバリ時間の4分の1（6時間/24時間=.25）になります。

次の図に、リストア処理とリカバリ処理の比較を示します。毎日のファイルベースのバックアップ
とSnapshotバックアップでスケジュールが異なります。

最初の2つのバーは、1日に1つのSnapshotバックアップを作成した場合でも、Snapshotバックアップからの
リストア処理の速度が原因で、リストアとリカバリが43%に削減されることを示しています。1日に複数
のSnapshotバックアップを作成すると、フォワードリカバリで適用するログが少なくなるため、ランタイム
がさらに短縮されます。

また、次の図では、1日に4~6つのSnapshotバックアップを作成することを推奨しています。頻度を高くして
も、全体的な実行時間に大きな影響はありません。
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バックアップとクローニング処理の高速化のユースケースと価値

バックアップの実行は、あらゆるデータ保護戦略に欠かせない要素です。バックアップは定期的にスケジュー
ルされ、システム障害からリカバリできます。これは最も分かりやすいユースケースですが、SAPライフサイ
クル管理タスクにはバックアップとリカバリの高速化が不可欠なものもあります。

SAP HANAシステムのアップグレードは、たとえば、アップグレード前のオンデマンドバックアップと、アッ
プグレードが失敗した場合のリストア処理が計画的停止全体に大きく影響する例です。4TBのデータベースの
例を使用すると、Snapshotベースのバックアップおよびリストア処理を使用して、計画的なダウンタイムを8

時間短縮できます。

別のユースケース例としては、一般的なテストサイクルが挙げられます。このテストサイクルでは、異なるデ
ータセットまたはパラメータを使用して複数のイテレーションを行ってテストを実施する必要があります。高
速バックアップおよびリストア操作を利用すると、テストサイクル内にセーブポイントを簡単に作成し、テス
トに失敗した場合やテストを繰り返す必要がある場合に、システムをこれらの以前のセーブポイントのいずれ
かにリセットできます。これにより、テストを早期に完了させることも、より多くのテストを同時に実行して
テスト結果を改善することもできます。

Snapshotバックアップを実装したら、HANAデータベースのコピーを必要とするその他の複数のユースケース
に対応できます。FSX for ONTAP を使用すると、使用可能な任意のSnapshotバックアップの内容に基づいて
新しいボリュームを作成できます。この処理は、ボリュームのサイズに関係なく数秒で実行されます。

最も一般的なユースケースはSAPシステムの更新です。本番用システムのデータをテストシステムまたはQA

システムにコピーする必要があります。FSX for ONTAP クローニング機能を利用すると、本番用システムの
任意のSnapshotコピーから、わずか数秒でテストシステム用のボリュームをプロビジョニングできます。そ
の後、新しいボリュームをテストシステムに接続し、HANAデータベースをリカバリする必要があります。

2つ目のユースケースは、リペアシステムを作成したもので、本番システムでの論理的な破損に対処するため
に使用されます。この場合、本番用システムの古いSnapshotバックアップを使用して修復システムが開始さ
れます。これは、破損が発生する前のデータと同一の、本番システムのクローンです。その後、リペアシステ
ムを使用して問題を分析し、破損する前に必要なデータをエクスポートします。

最後のユースケースは、レプリケーションを停止することなくディザスタリカバリのフェイルオーバーテスト
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を実行できるため、ディザスタリカバリの設定のRTOとRecovery Point Objective（RPO；目標復旧時点）
に影響を及ぼすことなく、FSX for ONTAP NetApp SnapMirrorレプリケーションを使用してデータをディザス
タリカバリサイトにレプリケートすると、本番用Snapshotバックアップをディザスタリカバリサイトでも使
用できるようになり、ディザスタリカバリテスト用の新しいボリュームを作成できるようになります。

"次の例は、 SnapCenter のアーキテクチャです。"

SnapCenter アーキテクチャ

"Previous：Amazon FSX for ONTAP を使用したバックアップとリカバリ。"

SnapCenter の概要

SnapCenter は、アプリケーションと整合性のあるデータ保護を実現する拡張性に優れたユニファイドプラッ
トフォームです。SnapCenter では一元的な管理と監視が可能ですが、一方で、アプリケーション固有のバッ
クアップ、リストア、クローニングのジョブの管理を各ユーザに委譲することができます。SnapCenter を使
用すれば、データベース管理者やストレージ管理者は、さまざまなアプリケーションやデータベースのバック
アップ、リストア、クローニングの処理を 1 つのツールで管理できます。SnapCenter は、ネットアップのデ
ータファブリック内のすべてのエンドポイントのデータを管理します。SnapCenter を使用して、オンプレミ
ス環境間、オンプレミス環境とクラウド間、およびプライベートクラウド、ハイブリッドクラウド、パブリッ
ククラウド間でデータをレプリケートできます。

SnapCenter コンポーネント

SnapCenter には、SnapCenter サーバ、SnapCenter Plug-in Package for Windows、およびSnapCenter Plug-

in Package for Linuxが含まれています。各パッケージには、さまざまなアプリケーションやインフラコンポー
ネント用の SnapCenter へのプラグインが含まれています。
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SnapCenter SAP HANA Backup 解決策 の略

SnapCenter Backup 解決策 for SAP HANA には、次の領域があります。

• バックアップ処理、スケジュール設定、保持の管理

◦ ストレージベースのSnapshotコピーを使用したSAP HANAデータのバックアップ

◦ ストレージ・ベースのSnapshotコピーを使用した非データ・ボリューム・バックアップ（例
：/hana/shared）

◦ ファイルベースのバックアップを使用したデータベースブロックの整合性チェック

◦ オフサイトのバックアップまたはディザスタリカバリロケーションへのレプリケーション

• 不要な SAP HANA バックアップカタログの削除

◦ HANAデータのバックアップ（Snapshotとファイルベース）

◦ HANAのログバックアップ

• リストア処理とリカバリ処理

◦ リストアとリカバリの自動化

◦ SAP HANA（MDC）システムのシングルテナントのリストア処理

データベースデータファイルのバックアップは、 SnapCenter と SAP HANA 向けプラグインを組み合わせて
実行されます。このプラグインは、SAP HANAデータベースのバックアップ保存ポイントをトリガーして、プ
ライマリストレージシステムで作成されたSnapshotコピーがSAP HANAデータベースの整合性のあるイメー
ジに基づいて作成されるようにします。

SnapCenter では、SnapVault またはSnapMirror機能を使用して、整合性のあるデータベースイメージをオフ
サイトのバックアップまたはディザスタリカバリロケーションにレプリケートできます。通常は、プライマリ
ストレージとオフサイトのバックアップストレージに異なる保持ポリシーが定義されます。SnapCenter はプ
ライマリストレージでの保持を処理し、 ONTAP はオフサイトのバックアップストレージでの保持を処理しま
す。

SnapCenter では、SAP HANA関連のすべてのリソースを完全にバックアップするために、ストレージベース

92



のSnapshotコピーにSAP HANAプラグインを使用して、データ以外のすべてのボリュームをバックアップ
することもできます。非データボリュームをデータベースデータバックアップとは別にスケジュール設定し
て、個別の保持ポリシーや保護ポリシーを有効にすることができます。

SAP では、ブロックの整合性チェックを実行するために、ストレージベースの Snapshot バックアップと週次
ファイルベースのバックアップを組み合わせることを推奨しています。SnapCenter 内からブロック整合性チ
ェックを実行できます。設定された保持ポリシーに基づいて、SnapCenter は、プライマリストレージでのデ
ータファイルバックアップの削除、ログファイルのバックアップ、およびSAP HANAのバックアップカタログ
の管理を行います。

SnapCenter はプライマリストレージで保持を処理し、FSX for ONTAP はセカンダリバックアップの保持を管
理します。

次の図は、SnapCenter のバックアップおよび保持の管理処理の概要を示しています。

SAP HANA データベースのストレージベースの Snapshot バックアップを実行する場合、 SnapCenter は次の
タスクを実行します。

1. SAP HANAのバックアップ保存ポイントを作成し、永続性レイヤに整合性のあるイメージを作成します。

2. データボリュームのストレージベースのSnapshotコピーを作成します。

3. ストレージベースのSnapshotバックアップをSAP HANAバックアップカタログに登録します。

4. SAP HANAのバックアップ保存ポイントを解放します。

5. データ・ボリュームに対してSnapVault またはSnapMirrorの更新を実行します（設定されている場合）。

6. 定義された保持ポリシーに基づいて、プライマリストレージのストレージSnapshotコピーを削除します。

7. プライマリまたはオフサイトのバックアップストレージにバックアップが存在しなくなった場合は、SAP

HANAのバックアップカタログのエントリを削除します。
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8. 保持ポリシーに基づいてバックアップが削除された場合、または手動で削除された場合、SnapCenter

は、最も古いデータバックアップよりも古いすべてのログバックアップも削除します。ログバックアップ
は、ファイルシステムと SAP HANA のバックアップカタログから削除されます。

本ドキュメントの内容

このドキュメントでは、ONTAP 用FSXでシングルテナントを使用するSAP HANA MDCシングルホストシス
テムの最も一般的なSnapCenter 構成オプションについて説明します。その他の構成オプションも使用できま
す。また、場合によっては、複数ホストシステムの場合など、特定のSAP HANAシステムに必要な構成オプシ
ョンもあります。その他の設定オプションに関する概要 の詳細については、を参照してください
"SnapCenter の概念とベストプラクティス（netapp.com）"。

このドキュメントでは、Amazon Web Services（AWS）コンソールとFSX for ONTAP CLIを使用して、スト
レージレイヤで必要な設定手順を実行します。また、NetApp Cloud Managerを使用してONTAP 向けのFSXを
管理することもできますが、これは本ドキュメントの対象外です。ONTAP でのFSXに対するNetApp Cloud

Managerの使用については、を参照してください "Amazon FSX for ONTAP （netapp.com）の詳細"。

データ保護戦略

次の図は、FSX for ONTAP 上のSAP HANAの一般的なバックアップアーキテクチャを示しています。HANA

システムは、AWSアベイラビリティゾーン1にあり、同じアベイラビリティゾーン内でONTAP ファイルシス
テム用のFSXを使用しています。Snapshotバックアップ処理は、HANAデータベースのデータと共有ボリュー
ムに対して実行されます。3～5日間保持されるローカルSnapshotバックアップに加えて、バックアップは長
期保存用にオフサイトのストレージにもレプリケートされます。オフサイトバックアップストレージは、別
のAWSアベイラビリティゾーンに配置されたONTAP ファイルシステム用の2番目のFSXです。HANAデータ
と共有ボリュームのバックアップは、SnapVault を使用して2番目のONTAP ファイルシステムのFSXにレプリ
ケートされ、2~3週間保持されます。

SnapCenter を設定する前に、各種SAPシステムのRTOとRPOの要件に基づいてデータ保護戦略を定義する必
要があります。

一般的なアプローチとしては、本番システム、開発システム、テストシステム、サンドボックスシステムなど
のシステムタイプを定義します。通常、システムタイプが同じ SAP システムのデータ保護パラメータはすべ
て同じです。
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次のパラメータを定義する必要があります。

• Snapshot バックアップを実行する頻度

• Snapshot コピーバックアップをプライマリストレージシステムに保存する期間

• ブロック整合性チェックはどのくらいの頻度で実行する必要がありますか。

• プライマリバックアップをオフサイトのバックアップサイトにレプリケートする必要があるか。

• バックアップをオフサイトのバックアップストレージに保管する期間

次の表に、本番、開発、テストの各システムタイプのデータ保護パラメータの例を示します。本番用システム
では、高いバックアップ頻度が定義されており、バックアップはオフサイトのバックアップサイトに 1 日に 1

回レプリケートされます。テスト用システムの要件は低く、バックアップのレプリケーションはありません。

パラメータ 本番用システム 開発システム システムをテストする

バックアップ頻度 6 時間ごと 6 時間ごと 6 時間ごと

プライマリの保持 3 日 3 日 3 日

ブロック整合性チェック 週に 1 回 週に 1 回 いいえ

オフサイトのバックアッ
プサイトへのレプリケー
ション

1 日に 1 回 1 日に 1 回 いいえ

オフサイトへのバックア
ップの保持

2 週間 2 週間 該当なし

次の表に、データ保護パラメータに設定する必要があるポリシーを示します。

パラメータ ポリシーLocalSnapです ポリシーLocalSnapAndS

napVault

ポリシーブロック整合性
チェック

バックアップタイプ Snapshot ベース Snapshot ベース ファイルベース

スケジュール頻度 毎時 毎日 毎週

プライマリの保持 カウント = 12 カウント = 3 count = 1

SnapVault レプリケーシ
ョン

いいえ はい。 該当なし

LocalSnapshot ポリシーは ' 本番システム ' 開発システム ' およびテスト・システムに使用され '2 日間の保持
期間を持つローカル Snapshot バックアップをカバーします

リソース保護設定では、スケジュールはシステムタイプごとに異なります。

• プロダクション：4時間ごとにスケジュールを設定します。

• 開発：4時間ごとにスケジュールを設定

• Test：4時間ごとにスケジュールを設定します。

「 LocalSnapAndSnapVault' 」ポリシーは、本番システムおよび開発システムで、オフサイトのバックアップ
ストレージへの日次レプリケーションをカバーするために使用されます。

95



リソース保護構成では、スケジュールは本番環境と開発環境に対して定義されます。

• 本番：毎日スケジュールを設定します。

• 開発：毎日スケジュールを設定します。本番システムおよび開発システムでは、ファイルベースのバック
アップを使用して、週単位のブロック整合性チェックをカバーするために「BlockIntegrityCheck」ポリシ
ーを使用します。

リソース保護構成では、スケジュールは本番環境と開発環境に対して定義されます。

• プロダクション：毎週スケジュールを設定します。

• 開発：毎週スケジュールを設定します。

オフサイトのバックアップポリシーを使用する個々のSAP HANAデータベースに対して、ストレージレイヤで
保護関係を設定する必要があります。保護関係は、レプリケートされるボリュームとバックアップの保持をオ
フサイトのバックアップストレージで定義します。

次の例では、本番用システムと開発用システムごとに、オフサイトのバックアップストレージに2週間の保持
を定義します。

この例では、SAP HANAデータベースのリソースと非データボリュームのリソースの保護ポリシーと保持方法
は異なります。

ラボのセットアップ例

このあとのセクションでは、以下のラボ環境の設定例を使用しました。

HANAシステムPFX：

• シングルテナントのシングルホストMDCシステム

• HANA 2.0 SPS 6リビジョン60

• SLES for SAP 15SP3』を参照してください

SnapCenter ：

• バージョン4.6

• HANAデータベースホストに導入されたHANAとLinuxのプラグイン

ONTAP ファイルシステムのFSx：

• ONTAP ファイルシステム用のFSX 2（単一のStorage Virtual Machine（SVM））

• 異なるAWSアベイラビリティゾーンにあるONTAP システムの各FSX

• ONTAP ファイルシステム用の2番目のFSXにHANAデータボリュームがレプリケートされます
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"次の例は、 SnapCenter の設定です。"

SnapCenter 構成

"以前のバージョン： SnapCenter アーキテクチャ。"

設定手順の概要

ベースSnapCenter 構成とHANAリソースの保護について、次の手順を実行する必要があります。各手順の詳
細については、以降の章で説明します。

1. SAP HANAバックアップユーザとhdbuserstoreキーを設定します。hdbsqlクライアントでHANAデータベ
ースにアクセスするために使用します。

2. SnapCenter でストレージを設定します。SnapCenter からONTAP SVMのFSXにアクセスするためのクレ
デンシャル

3. プラグイン導入のクレデンシャルを設定する。必要なSnapCenter プラグインをHANAデータベースホス
トに自動的に導入してインストールするために使用します。

4. SnapCenter にHANAホストを追加します。必要なSnapCenter プラグインを導入してインストールしま
す。

5. ポリシーを設定する。バックアップ処理のタイプ（Snapshot、ファイル）、保持設定、およびSnapshot

バックアップのオプションレプリケーションを定義します。

6. HANAのリソース保護を設定する。hdbuserstoreキーを入力し、HANAリソースにポリシーとスケジュー
ルを適用します。

SAP HANA のバックアップユーザと hdbuserstore の設定を指定します

SnapCenter でバックアップ処理を実行するには、 HANA データベースに専用のデータベースユーザを設定す
ることを推奨します。2 番目の手順では、このバックアップユーザ用に SAP HANA ユーザストアキーが設定
され、このユーザストアキーは SnapCenter SAP HANA プラグインの構成で使用されます。

次の図は、バックアップユーザの作成に使用できるSAP HANA Studioを示しています
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必要な権限は、HANA 2.0 SPS5リリースで変更されています。backup admin、catalog read、database

backup admin、およびdatabase recovery operator以前のリリースの場合は、バックアップ管理者とカタログ
の読み取りで十分です。

SAP HANA MDCシステムの場合は、システムデータベースにユーザを作成する必要があります。これは、シ
ステムデータベースとテナントデータベースのすべてのバックアップコマンドがシステムデータベースを使用
して実行されるためです。

次のコマンドは'<sid>adm`ユーザを使用したユーザストア設定に使用されます

hdbuserstore set <key> <host>:<port> <database user> <password>

SnapCenter は、「 <sid>adm 」ユーザを使用して HANA データベースと通信します。したがって、ユーザス
トアキーは、データベースホスト上の<%sid>adm`ユーザを使用して設定する必要があります。通常、 SAP

HANA hdbsql クライアントソフトウェアは、データベースサーバのインストールと一緒にインストールされ
ます。そうでない場合は、先にhdbclientをインストールする必要があります。

SAP HANA MDCの設定では、ポート「3<instanceNo>13」はシステムデータベースへのSQLアクセス用の標
準ポートであり、hdbuserstoreの設定で使用する必要があります。

SAP HANA マルチホストを設定する場合は、すべてのホストにユーザストアキーを設定する必要がありま
す。SnapCenter は指定された各キーを使用してデータベースへの接続を試みます。そのため、異なるホスト
へのSAP HANAサービスのフェイルオーバーとは独立して動作します。ラボのセットアップでは、システ
ムPFXのユーザ「pfxadm」のユーザストアキーを設定しました。これは、シングルテナントのシングルホス
トHANA MDCシステムです。

98



pfxadm@hana-1:/usr/sap/PFX/home> hdbuserstore set PFXKEY hana-1:30013

SNAPCENTER <password>

Operation succeed.

pfxadm@hana-1:/usr/sap/PFX/home> hdbuserstore list

DATA FILE       : /usr/sap/PFX/home/.hdb/hana-1/SSFS_HDB.DAT

KEY FILE        : /usr/sap/PFX/home/.hdb/hana-1/SSFS_HDB.KEY

ACTIVE RECORDS  : 7

DELETED RECORDS : 0

KEY PFXKEY

  ENV : hana-1:30013

  USER: SNAPCENTER

KEY PFXSAPDBCTRL

  ENV : hana-1:30013

  USER: SAPDBCTRL

Operation succeed.

キーを使用するHANAシステムデータベースへのアクセスは、「hdbsql」コマンドで確認できます。

pfxadm@hana-1:/usr/sap/PFX/home> hdbsql -U PFXKEY

Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.

Type:  \h for help with commands

       \q to quit

hdbsql SYSTEMDB=>

ストレージを設定する

SnapCenter でストレージを設定するには、次の手順を実行します。

1. SnapCenter UIで、ストレージシステムを選択します。
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ストレージシステムのタイプとして、ONTAP SVMまたはONTAP クラスタを選択できます。次の例で
は、SVM管理を選択しています。

2. ストレージシステムを追加し、必要なホスト名とクレデンシャルを入力するには、Newをクリックしま
す。

次の図に示すように、SVMユーザをvsadminユーザにする必要はありません。通常、ユーザは SVM 上で
設定し、バックアップとリストアの処理を実行するために必要な権限を割り当てます。必要な権限につい
ては、を参照してください "SnapCenter インストールガイド" 「 Minimum ONTAP Privileges Required 」
の項を参照してください。

3. ストレージプラットフォームを構成するには、[その他のオプション]をクリックします。

4. ストレージシステムとしてAll Flash FAS を選択して、FSX for ONTAP に含まれているライセンス
がSnapCenter で使用可能になっていることを確認します。
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SVM「sapcc-sana-svm」がSnapCenter で設定されました。

プラグイン導入用のクレデンシャルを作成します

SnapCenter を有効にして必要なプラグインをHANAホストに導入できるようにするには、ユーザクレデンシ
ャルを設定する必要があります。

1. [ 設定 ] に移動し、 [ 資格情報 ] を選択して、 [ 新規 ] をクリックします

2. ラボのセットアップでは、プラグインの導入に使用されるHANAホストに新しいユーザー「SnapCenter

」を設定しました。次の図に示すように、sudo prvileeを有効にする必要があります。
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hana-1:/etc/sudoers.d # cat /etc/sudoers.d/90-cloud-init-users

# Created by cloud-init v. 20.2-8.48.1 on Mon, 14 Feb 2022 10:36:40 +0000

# User rules for ec2-user

ec2-user ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

# User rules for snapcenter user

snapcenter ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

hana-1:/etc/sudoers.d #

SAP HANAホストを追加します

SAP HANAホストを追加すると、SnapCenter によって必要なプラグインがデータベースホストに導入され、
自動検出処理が実行されます。

SAP HANA プラグインには、 Java 64 ビットバージョン 1.8 が必要です。ホストをSnapCenter に追加する前
に、ホストにJavaをインストールする必要があります。

hana-1:/etc/ssh # java -version

openjdk version "1.8.0_312"

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 3.21.0) (build 1.8.0_312-b07 suse-

3.61.3-x86_64)

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.312-b07, mixed mode)

hana-1:/etc/ssh #

OpenJDKまたはOracle JavaはSnapCenter でサポートされています。
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SAP HANAホストを追加するには、次の手順を実行します。

1. ホストタブで、追加をクリックします。

2. ホスト情報を入力し、インストールする SAP HANA プラグインを選択します。Submit をクリックしま
す。

3. フィンガープリントを確認します。

HANAとLinuxプラグインのインストールが自動的に開始されます。インストールが完了すると、ホストの
ステータス列にConfigure VMware Plug-inと表示されます。SnapCenter は、 SAP HANA プラグインが仮
想環境にインストールされているかどうかを検出します。これは、VMware環境か、パブリッククラウド
プロバイダの環境です。この場合、SnapCenter はハイパーバイザーを設定するように警告を表示しま
す。

この警告メッセージを削除するには、次の手順を実行します。
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a. [ 設定 ] タブで、 [ グローバル設定 ] を選択します。

b. ハイパーバイザー設定で、すべてのホストに対して VM に iSCSI Direct Attached Disks または NFS を
選択し、設定を更新します。

画面にLinuxプラグインとHANAプラグインのステータスがrunningと表示されます。

ポリシーを設定する

ポリシーは通常、リソースとは別に設定され、複数のSAP HANAデータベースで使用できます。

一般的な最小構成は、次のポリシーで構成されます。

• レプリケーションを行わずに1時間ごとのバックアップを行うためのポリシー：LocalSnap

• ファイル・ベースのバックアップを使用した週次ブロック整合性チェックのポリシー
：BlockIntegrityCheck

以降のセクションでは、これらのポリシーの設定について説明します。

Snapshotバックアップのポリシー

Snapshotバックアップポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

1. [ 設定 ] 、 [ ポリシー ] の順に移動し、 [ 新規 ] をクリックします
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2. ポリシー名と概要を入力します。次へをクリックします。

3. バックアップタイプとして「 Snapshot Based 」を選択し、スケジュール頻度を選択するには「 Hourly 」
を選択します。

スケジュール自体は、あとでHANAのリソース保護構成で設定します。

4. オンデマンドバックアップの保持を設定します。
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5. レプリケーションオプションを設定します。この場合、 SnapVault または SnapMirror の更新は選択され
ていません。

これで新しいポリシーが設定されました。
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ブロック整合性チェックのポリシー

ブロック整合性チェックポリシーを設定する手順は、次のとおりです。

1. [ 設定 ] 、 [ ポリシー ] の順に移動し、 [ 新規 ] をクリックします

2. ポリシー名と概要を入力します。次へをクリックします。

3. バックアップタイプを「ファイルベース」に、スケジュール頻度を「毎週」に設定します。スケジュール
自体は、あとでHANAのリソース保護構成で設定します。

4. オンデマンドバックアップの保持を設定します。
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5. [ 概要 ] ページで、 [ 完了 ] をクリックします。

HANAリソースを構成して保護

プラグインのインストール後、 HANA リソースの自動検出プロセスが自動的に開始されます。[ リソース ] 画
面で、新しいリソースが作成されます。このリソースは、赤い南京錠のアイコンでロックされていることが示
されます。新しいHANAリソースを設定して保護するには、次の手順を実行します。

1. を選択し、リソースをクリックして設定を続行します。

[リソースの更新]をクリックして、[リソース]画面で自動検出プロセスを手動で開始することもできます。

2. HANA データベースのユーザストアキーを指定します。
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第 2 レベルの自動検出プロセスでは、テナントのデータとストレージのフットプリントの情報が検出され
ます。

3. [リソース]タブで、リソースをダブルクリックしてリソース保護を構成します。

4. Snapshot コピーにカスタムの名前形式を設定します。
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カスタムの Snapshot コピー名を使用して、どのバックアップがどのポリシーおよびスケジュールタイ
プで作成されたかを簡単に識別することを推奨します。Snapshot コピー名にスケジュールタイプを追加
することで、スケジュールバックアップとオンデマンドバックアップを区別できます。オンデマンドバッ
クアップの「スケジュール名」文字列は空ですが、スケジュールバックアップには「毎時」、「毎日」、
または「毎週」という文字列が含まれます。

5. [ アプリケーションの設定 ] ページで、特定の設定を行う必要はありません。次へをクリックします。

6. リソースに追加するポリシーを選択してください。

7. ブロック整合性チェックポリシーのスケジュールを定義します。

この例では、週に1回に設定されています。
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8. ローカルSnapshotポリシーのスケジュールを定義します。

この例では、6時間ごとに設定されています。
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9. E メール通知に関する情報を指定します。
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HANAのリソース構成が完了し、バックアップを実行できるようになります。

"Next：SnapCenter バックアップ処理"

SnapCenter バックアップ処理

"前のバージョン： SnapCenter の設定。"

オンデマンドのSnapshotバックアップを作成します

オンデマンドのSnapshotバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

1. リソースビューで、リソースを選択し、行をダブルクリックしてトポロジビューに切り替えます。

リソーストポロジビューには、SnapCenter を使用して作成された、使用可能なすべてのバックアップの
概要が表示されます。上部には、プライマリストレージのバックアップ（ローカルコピー）と、オフサイ
トのバックアップストレージ（バックアップコピー）のバックアップトポロジが表示されます。

2. 一番上の行で、 Back Up Now （今すぐバックアップ）アイコンを選択して、オンデマンドバックアップ
を開始します。
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3. ドロップダウン・リストから’バックアップ・ポリシーLocalSnapを選択し'[Backup]をクリックして’オンデ
マンド・バックアップを開始します
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前の5つのジョブのログは、Topologyビューの下部にあるActivity領域に表示されます。

4. ジョブの詳細は、 [ アクティビティ ] 領域でジョブのアクティビティ行をクリックすると表示されます。
ログの表示をクリックすると、詳細なジョブログを開くことができます
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バックアップが完了すると、トポロジビューに新しいエントリが表示されます。バックアップ名は、セク
ションで定義した Snapshot 名と同じ命名規則に従っています "「HANAリソースを構成して保護する」"
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トポロジビューを閉じてから再度開いて、更新されたバックアップリストを確認する必要があります。

SAP HANA のバックアップ・カタログでは、 SnapCenter のバックアップ名は「 Comment 」フィールド
と「 External Backup ID （ EBID ）」フィールドとして保存されます。次の図に、システムデータベース
とテナントデータベースPFXの次の図を示します。
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ONTAP ファイルシステムのFSXでは、SVMのコンソールに接続してSnapshotバックアップを表示できます。

sapcc-hana-svm::> snapshot show -volume PFX_data_mnt00001

---Blocks---

Vserver  Volume   Snapshot                                  Size Total%

Used%

-------- -------- ------------------------------------- -------- ------

-----

sapcc-hana-svm

         PFX_data_mnt00001

                  SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_02-22-

2022_12.08.54.4516

                                                         126.6MB     0%

2%

sapcc-hana-svm::>

オンデマンドのブロック整合性チェック処理を作成する

ポリシーBlockIntegrityCheckを選択すると、Snapshotバックアップジョブと同様にオンデマンドでブロック整
合性チェック処理が実行されます。このポリシーを使用してバックアップをスケジュールすると、
SnapCenter によってシステムデータベースとテナントデータベース用の標準の SAP HANA ファイルバック
アップが作成されます。

118



119



SnapCenter では、 Snapshot コピーベースのバックアップと同じ方法でブロック整合性チェックが表示され
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ません。代わりに、サマリーカードには、ファイルベースのバックアップの数と、以前のバックアップのステ
ータスが表示されます。

SAP HANA のバックアップカタログには、システムデータベースとテナントデータベースの両方のエントリ
が表示されます。次の図は、システムとテナントデータベースのバックアップカタログ内のSnapCenter ブロ
ックの整合性チェックを示しています。
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ブロック整合性チェックが成功すると、標準の SAP HANA データバックアップファイルが作成されま
す。SnapCenter では、ファイルベースのデータバックアップ処理に、HANAデータベースで設定されたバッ
クアップパスが使用されます。
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hana-1:~ # ls -al /backup/data/*

/backup/data/DB_PFX:

total 7665384

drwxr-xr-- 2 pfxadm sapsys       4096 Feb 22 12:56 .

drwxr-xr-x 4 pfxadm sapsys       4096 Feb 21 15:02 ..

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys     155648 Feb 21 15:02

COMPLETE_DATA_BACKUP_databackup_0_1

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys   83894272 Feb 21 15:02

COMPLETE_DATA_BACKUP_databackup_2_1

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys 3825213440 Feb 21 15:02

COMPLETE_DATA_BACKUP_databackup_3_1

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys     155648 Feb 22 12:55

SnapCenter_SnapCenter_hana-1_BlockIntegrityCheck_Weekly_02-22-

2022_12.55.18.7966_databackup_0_1

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys   83894272 Feb 22 12:55

SnapCenter_SnapCenter_hana-1_BlockIntegrityCheck_Weekly_02-22-

2022_12.55.18.7966_databackup_2_1

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys 3825213440 Feb 22 12:56

SnapCenter_SnapCenter_hana-1_BlockIntegrityCheck_Weekly_02-22-

2022_12.55.18.7966_databackup_3_1

/backup/data/SYSTEMDB:

total 7500880

drwxr-xr-- 2 pfxadm sapsys       4096 Feb 22 12:55 .

drwxr-xr-x 4 pfxadm sapsys       4096 Feb 21 15:02 ..

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys     159744 Feb 21 15:01

COMPLETE_DATA_BACKUP_databackup_0_1

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys 3825213440 Feb 21 15:02

COMPLETE_DATA_BACKUP_databackup_1_1

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys     159744 Feb 22 12:55

SnapCenter_SnapCenter_hana-1_BlockIntegrityCheck_Weekly_02-22-

2022_12.55.18.7966_databackup_0_1

-rw-r----- 1 pfxadm sapsys 3825213440 Feb 22 12:55

SnapCenter_SnapCenter_hana-1_BlockIntegrityCheck_Weekly_02-22-

2022_12.55.18.7966_databackup_1_1

hana-1:~ #

"次：非データボリュームのバックアップ。"

データボリューム以外のボリュームのバックアップ

"Previous：SnapCenter バックアップ処理"

非データボリュームのバックアップは、SnapCenter とSAP HANAプラグインに統合された機能です。データ
ベースインストールリソースと必要なログが残っていれば、データベースデータボリュームを保護して特定の
時点にSAP HANAデータベースをリストアおよびリカバリするだけで十分です。
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他のデータファイルのリストアが必要な状況からリカバリするには、 SAP HANA データベースのバックア
ップを補うために、データボリューム以外のボリュームに対する追加のバックアップ戦略を開発することを推
奨します。固有の要件に応じて、非データボリュームのバックアップはスケジュールの頻度と保持の設定が異
なる場合があります。また、非データファイルを変更する頻度も考慮する必要があります。たとえば、 HANA

ボリューム「 /hana/shared 」には、実行可能ファイルと SAP HANA トレースファイルが格納されています。
実行ファイルが変更されるのは SAP HANA データベースがアップグレードされた場合だけですが、 SAP

HANA の問題を分析するためには、 SAP HANA のトレースファイルのバックアップ頻度を高くする必要があ
ります。

SnapCenter の非データボリュームバックアップを使用すると、関連するすべてのボリュームの Snapshot コ
ピーを数秒で作成でき、 SAP HANA データベースのバックアップと同じスペース効率化を実現できます。両
者の違いは、 SAP HANA データベースとの SQL 通信は不要なことです。

データボリューム以外のリソースを設定

データボリューム以外のリソースを設定するには、次の手順を実行します。

1. [リソース]タブで、[データボリュームではない]を選択し、[ SAP HANAデータベースの追加]をクリックし
ます。

2. SAP HANAデータベースの追加ダイアログのステップ1で、リソースタイプリストから非データボリュー
ムを選択します。リソースの名前、およびリソースに使用する関連SIDとSAP HANAプラグインホストを
指定し、[次へ]をクリックします。
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3. SVM とストレージボリュームをストレージ容量として追加し、次へをクリックします。
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4. 設定を保存するには、概要手順で[完了]をクリックします。
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これで、新しい非データボリュームがSnapCenter に追加されます。新しいリソースをダブルクリックし
て、リソースの保護を実行します。

リソースの保護は、HANAデータベースのリソースで前述した方法と同じ方法で行われます。

5. [今すぐバックアップ]をクリックして、バックアップを実行できるようになりました。
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6. ポリシーを選択し、バックアップ処理を開始します。

SnapCenter ジョブログには、個々のワークフロー手順が表示されます。
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これで、新しいバックアップがデータボリューム以外のリソースのリソースビューに表示されます。
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リストアとリカバリ

SnapCenter では、単一テナントのHANAシングルホストMDCシステムに対して自動リストア処理とリカバリ
処理がサポートされます。複数のテナントを持つマルチホストシステムまたはMDCシステムの場合
は、SnapCenter はリストア処理のみを実行し、手動でリカバリを実行する必要があります。

リストア処理とリカバリ処理の自動化は、次の手順で実行できます。

1. リストア処理に使用するバックアップを選択します。

2. リストアタイプを選択します。[Complete Restore with Volume Revert or Without Volume Revert] を選択
します。

3. 次のオプションからリカバリタイプを選択します。

◦ を最新の状態に変更します

◦ ポイントインタイム

◦ 特定のデータのバックアップ

◦ リカバリなし

選択したリカバリタイプは、システムとテナントデータベースのリカバリに使用されます。

次に、 SnapCenter は次の処理を実行します。

1. HANA データベースが停止します。

2. データベースがリストアされます。選択したリストアタイプに応じて、異なる処理が実行されます。

◦ ボリューム復元が選択されている場合、SnapCenter はボリュームをアンマウントし、ストレージレイ
ヤのボリュームベースSnapRestore を使用してボリュームを復元し、ボリュームをマウントします。

◦ ボリュームリバートを選択しない場合、SnapCenter は、ストレージレイヤで単一ファイル
のSnapRestore 処理を使用してすべてのファイルをリストアします。

3. データベースをリカバリします。

a. システムデータベースをリカバリする

b. テナントデータベースをリカバリします

c. HANAデータベースを起動しています

No Recoveryを選択すると、SnapCenter が終了し、システムとテナントデータベースのリストア処理
を手動で実行する必要があります。
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手動でリストアを実行するには、次の手順を実行します。

1. SnapCenter で、リストア処理に使用するバックアップを選択します。

2. リストアの範囲とタイプを選択します。

HANA MDCのシングルテナントシステムの標準的なシナリオは、ボリュームをリバートしてリソース全体
を使用する場合です。複数のテナントを使用するHANA MDCシステムでは、単一のテナントのみをリスト
アできます。シングルテナントのリストアの詳細については、を参照してください "リストアとリカバリ
（netapp.com）"。

131

https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-br-scs-restore-and-recovery.html


3. Recovery Scope を選択し、ログバックアップとカタログバックアップの場所を指定します。

SnapCenter では、HANAのglobal.iniファイルでデフォルトのパスまたは変更したパスを使用して、ログや
カタログのバックアップの場所を事前に取り込むことができます。
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4. オプションのリストア前のコマンドを入力します。
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5. オプションのリストア後のコマンドを入力します。
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6. リストアおよびリカバリ操作を開始するには'[完了]をクリックします
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SnapCenter によってリストアおよびリカバリ処理が実行されます。この例は、リストアジョブとリカバ
リジョブのジョブの詳細を表示しています。
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"次の手順：概要- SnapVault によるバックアップレプリケーション。"
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SnapVault を使用したバックアップレプリケーション

概要- SnapVault によるバックアップレプリケーション

"Previous：非データボリュームのバックアップ。"

このラボ環境では、2つ目のAWSアベイラビリティゾーンでFSX for ONTAP ファイルシステムを2つ目にし
て、HANAデータボリュームのバックアップレプリケーションを紹介します。

第章で説明したように "「データ保護戦略」"では’レプリケーション・ターゲットは’別のアベイラビリティ・
ゾーンのONTAP ファイル・システム用の2番目のFSXである必要がありますこれは’プライマリFSX for

ONTAP ファイル・システムの障害から保護されるためですまた、HANA共有ボリュームをONTAP ファイルシ
ステムのセカンダリFSXにレプリケートする必要があります。

設定手順の概要

FSX for ONTAP レイヤで実行する必要がある設定手順はいくつかあります。これは、NetApp Cloud Manager

またはONTAP コマンドラインのFSXで実行できます。

1. ONTAP ファイルシステム用のピアFSX。ONTAP ファイルシステムのFSXは、相互のレプリケーションを
許可するためにピア関係を設定する必要があります。

2. SVMをピアリングSVM間のレプリケーションを許可するには、SVM間にピア関係を設定する必要があり
ます。

3. ターゲットボリュームを作成します。ターゲットSVMにボリュームタイプ「DP」を指定してボリューム
を作成します。レプリケーション・ターゲット・ボリュームとして使用するには’DP’タイプが必要です

4. SnapMirrorポリシーを作成する。これは' vaultタイプのレプリケーションのポリシーを作成するために使
用されます

a. ポリシーにルールを追加します。このルールには、セカンダリサイトでのバックアップのSnapMirror

ラベルと保持に関する情報が含まれています。このラベルが含まれているソースボリューム
にSnapCenter によってSnapshotバックアップが作成されるように、SnapCenter ポリシーの後半で同
じSnapMirrorラベルを設定する必要があります。
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5. SnapMirror関係を作成ソースボリュームとターゲットボリュームの間のレプリケーション関係を定義し、
ポリシーを適用します。

6. SnapMirrorを初期化最初のレプリケーションが開始され、ソースのすべてのデータがターゲットボリュー
ムに転送されます。

ボリュームレプリケーションの設定が完了したら、SnapCenter で次のようにバックアップレプリケーション
を設定する必要があります。

1. ターゲットSVMをSnapCenter に追加します。

2. SnapshotバックアップとSnapVault レプリケーション用に新しいSnapCenter ポリシーを作成します。

3. HANAのリソース保護にポリシーを追加します。

4. 新しいポリシーを使用してバックアップを実行できるようになりました。

以降の章では、個々の手順について詳しく説明します。

"次の手順：ONTAP ファイルシステムのレプリケーション関係をFSXで設定します。"

ONTAP ファイルシステムのレプリケーション関係をFSXに設定します

"Previous：Overview：SnapVault によるバックアップ・レプリケーション"

SnapMirrorの設定オプションに関する追加情報 については、ONTAP のドキュメントを参照してください
"SnapMirrorレプリケーションのワークフロー（netapp.com）"。

• ONTAP ファイルシステムのソースFSX :`FSxId00fa9e3c784b6abb`

• ソースSVM：「sapcc-sana-svm

• ONTAP ファイル・システム用のターゲットFSX：FsxId05f7f00af49dc7a3e

• ターゲットSVM：sapcc-backup-target-zone5`

ONTAP ファイルシステム用のピアFSX
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FsxId00fa9e3c784b6abbb::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current       Current

Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------

----

FsxId00fa9e3c784b6abbb

            inter_1      up/up    10.1.1.57/24

FsxId00fa9e3c784b6abbb-01

                                                                   e0e

true

            inter_2      up/up    10.1.2.7/24

FsxId00fa9e3c784b6abbb-02

                                                                   e0e

true

2 entries were displayed.

FsxId05f7f00af49dc7a3e::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current       Current

Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------

----

FsxId05f7f00af49dc7a3e

            inter_1      up/up    10.1.2.144/24

FsxId05f7f00af49dc7a3e-01

                                                                   e0e

true

            inter_2      up/up    10.1.2.69/24

FsxId05f7f00af49dc7a3e-02

                                                                   e0e

true

2 entries were displayed.
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FsxId05f7f00af49dc7a3e::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer

-addrs 10.1.1.57, 10.1.2.7

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more

characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a

phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:

Confirm the passphrase:

Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command

in the other cluster.

「peer-addrs」は、デスティネーションクラスタのクラスタIPです。

FsxId00fa9e3c784b6abbb::>  cluster peer create -address-family ipv4 -peer

-addrs  10.1.2.144, 10.1.2.69

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more

characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a

        phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:

Confirm the passphrase:

FsxId00fa9e3c784b6abbb::>

FsxId00fa9e3c784b6abbb::> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

------------------------- --------------------- --------------

--------------

FsxId05f7f00af49dc7a3e    1-80-000011           Available      ok

SVMをピアリング

FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer create -vserver sapcc-backup-

target-zone5 -peer-vserver sapcc-hana-svm -peer-cluster

FsxId00fa9e3c784b6abbb -applications snapmirror

Info: [Job 41] 'vserver peer create' job queued

FsxId00fa9e3c784b6abbb::> vserver peer accept -vserver sapcc-hana-svm

-peer-vserver sapcc-backup-target-zone5

Info: [Job 960] 'vserver peer accept' job queued
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FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer show

            Peer        Peer                           Peering

Remote

Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications

Vserver

----------- ----------- ------------ ----------------- --------------

---------

sapcc-backup-target-zone5

            peer-source-cluster

                        peered       FsxId00fa9e3c784b6abbb

                                                       snapmirror

sapcc-hana-svm

ターゲットボリュームを作成します

レプリケーションターゲットとしてフラグを設定するには、「dp」タイプのターゲットボリュームを作成す
る必要があります。

FsxId05f7f00af49dc7a3e::> volume create -vserver sapcc-backup-target-zone5

-volume PFX_data_mnt00001 -aggregate aggr1 -size 100GB -state online

-policy default -type DP -autosize-mode grow_shrink -snapshot-policy none

-foreground true -tiering-policy all -anti-ransomware-state disabled

[Job 42] Job succeeded: Successful

SnapMirror ポリシーを作成する

SnapMirrorポリシーと追加ルールで保持とSnapMirrorラベルを定義し、レプリケートするSnapshotを特定し
ます。あとでSnapCenter ポリシーを作成するときは、同じラベルを使用する必要があります。

FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy create -policy snapcenter-

policy -tries 8 -transfer-priority normal -ignore-atime false -restart

always -type vault -vserver sapcc-backup-target-zone5

FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy add-rule -vserver sapcc-

backup-target-zone5  -policy snapcenter-policy -snapmirror-label

snapcenter -keep 14
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FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapmirror policy showVserver Policy

Policy Number         Transfer

Name    Name               Type   Of Rules Tries Priority Comment

------- ------------------ ------ -------- ----- -------- ----------

FsxId00fa9e3c784b6abbb

        snapcenter-policy  vault         1     8  normal  -

  SnapMirror Label: snapcenter                         Keep:      14

                                                 Total Keep:      14

SnapMirror関係を作成

これで、ソースボリュームとターゲットボリュームの関係に加え、XDPタイプと前の手順で作成したポリシー
が定義されます。

FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror create -source-path sapcc-hana-

svm:PFX_data_mnt00001 -destination-path sapcc-backup-target-

zone5:PFX_data_mnt00001 -vserver sapcc-backup-target-zone5 -throttle

unlimited -identity-preserve false -type XDP -policy snapcenter-policy

Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with

destination "sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001".

SnapMirrorを初期化

このコマンドを使用すると、最初のレプリケーションが開始されます。これは、ソースボリュームからターゲ
ットボリュームへのすべてのデータのフル転送です。

FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror initialize -destination-path sapcc-

backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001 -source-path sapcc-hana-

svm:PFX_data_mnt00001

Operation is queued: snapmirror initialize of destination "sapcc-backup-

target-zone5:PFX_data_mnt00001".

レプリケーションのステータスは’snapmirror showコマンドを使用して確認できます
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FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

 

Progress

Source            Destination Mirror  Relationship   Total

Last

Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy

Updated

----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------

--------

sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001

            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001

                              Uninitialized

                                      Transferring   1009MB    true

02/24 12:34:28

FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

 

Progress

Source            Destination Mirror  Relationship   Total

Last

Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy

Updated

----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------

--------

sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001

            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001

                              Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

"次の手順：SnapCenter にバックアップSVMを追加します。"

SnapCenter にバックアップSVMを追加

"Previous：ONTAP ファイルシステムのレプリケーション関係をFSXで設定します。"

SnapCenter にバックアップSVMを追加するには、次の手順を実行します。

1. SnapVault ターゲットボリュームが配置されているSVMをSnapCenter に設定します。
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2. [その他のオプション]ウィンドウで、プラットフォームとして[すべてのFlash FAS ]を選択し、[セカンダ
リ]を選択します。

これで、SVMをSnapCenter で使用できるようになります。

"次の手順：バックアップレプリケーションの新しいSnapCenter ポリシーを作成します。"

バックアップレプリケーション用の新しいSnapCenter ポリシーを作成します

"前の手順：SnapCenter にバックアップSVMを追加します。"
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バックアップレプリケーションのポリシーは次のように設定する必要があります。

1. ポリシーの名前を指定します。

2. Snapshotバックアップとスケジュール頻度を選択します。通常、Dailyはバックアップのレプリケーショ
ンに使用されます。

3. Snapshotバックアップの保持期間を選択します。

これは、プライマリストレージで作成された日単位のSnapshotバックアップの保持です。SnapVault ター
ゲットでのセカンダリバックアップの保持設定は、ONTAP レベルでadd ruleコマンドを使用してすでに設
定されています。「ONTAP ファイルシステムのFSXでのレプリケーション関係の構成」（xref）を参照し
てください。
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4. Update SnapVault フィールドを選択し、カスタムラベルを指定します。

このラベルは、「add rule」コマンドでONTAP レベルで指定されたSnapMirrorラベルと一致する必要があ
ります。

これで新しいSnapCenter ポリシーが設定されました。
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"次の手順：リソース保護にポリシーを追加します。"

リソースの保護にポリシーを追加します

"Previous：バックアップレプリケーション用の新しいSnapCenter ポリシーを作成します。"

次の図に示すように、新しいポリシーをHANAのリソース保護構成に追加する必要があります。

セットアップでは、日次スケジュールを定義します。

"次の手順：レプリケーションを含むバックアップを作成します。"

レプリケーションを使用してバックアップを作成します

"前の手順：リソース保護にポリシーを追加します。"

バックアップは、ローカルSnapshotコピーと同じ方法で作成します。

レプリケーションを伴うバックアップを作成するには、バックアップレプリケーションを含むポリシーを選択
し、バックアップをクリックします。
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SnapCenter ジョブログには、SnapVault 更新処理を開始するセカンダリアップデートステップが表示されま
す。レプリケーションによって変更されたブロックがソースボリュームからターゲットボリュームにレプリケ
ートされます。
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ONTAP ファイル・システムのFSXでは、SnapCenter ポリシーで設定されているように、SnapMirrorラベ
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ル「SnapCenter 」を使用してソース・ボリューム上のSnapshotが作成されます。

FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapshot show -vserver sapcc-hana-svm -volume

PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label

vserver        volume            snapshot

snapmirror-label

-------------- -----------------

-----------------------------------------------------------

----------------

sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-

2022_13.10.26.5482 -

sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-

2022_14.00.05.2023 -

sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-

2022_08.00.06.3380 -

sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-

2022_14.00.01.6482 -

sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-14-

2022_20.00.05.0316 -

sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-

2022_08.00.06.3629 -

sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-

2022_14.00.01.7275 -

sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-

1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853

 

snapcenter

8 entries were displayed.

ターゲットボリュームに、同じ名前のSnapshotコピーが作成されます。

FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapshot show -vserver sapcc-backup-target-zone5

-volume PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label

vserver                   volume            snapshot

snapmirror-label

------------------------- -----------------

----------------------------------------------------------------------

----------------

sapcc-backup-target-zone5 PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-

1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853 snapcenter

FsxId05f7f00af49dc7a3e::>

HANAのバックアップカタログにも新しいSnapshotバックアップが表示されます。
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SnapCenter では、トポロジビューのバックアップコピーをクリックして、レプリケートされたバックアップ
のリストを表示できます。

"次の手順：セカンダリストレージからリストアとリカバリを実行します。"

セカンダリストレージからリストアおよびリカバリする

"Previous：レプリケーションを含むバックアップを作成します。"

セカンダリストレージからリストアおよびリカバリするには、次の手順を実行します。

セカンダリストレージ上のすべてのバックアップのリストを取得するには、SnapCenter トポロジビュー
でVault Copies（ヴォールトコピー）をクリックし、バックアップを選択してRestore（復元）をクリックしま
す。

リストアダイアログにセカンダリの場所が表示されます。
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さらに、リストアとリカバリの手順は、プライマリストレージにあるSnapshotバックアップでこれまで説明
されていた手順と同じです。

"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：セカンダリストレージからリストアとリカバリを実行します。"

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。

• 『FSX for NetApp ONTAP user guide—What is Amazon FSX for NetApp ONTAP ？』
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https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/what-is-fsx-ontap.html

• SnapCenter のリソースページ

"https://www.netapp.com/us/documentation/snapcenter-software.aspx"

• SnapCenter ソフトウェアのドキュメント

"https://docs.netapp.com/us-en/snapcenter/index.html"

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

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17111-tr4667.pdf

• TR-4719：『SAP HANA System Replication—Backup and Recovery with SnapCenter 』

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-sr-scs-sap-hana-system-replication-

overview.html"

バージョン履歴

バージョン 日付 ドキュメントのバージョン履歴

バージョン 1.0 以降 2022年5月 初版リリース

SnapCenter を使用した SAP HANA のバックアップとリカバ
リ

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

ネットアップ Nils Bauer

今日の企業には、 SAP アプリケーションを中断なく継続的に利用できることが求められています。データ量
が増え続け、システムバックアップなどの日常的な保守作業が必要になった場合に、一貫したパフォーマンス
レベルが期待されます。SAP データベースのバックアップは重要な作業であり、本番用 SAP システムのパフ
ォーマンスに大きく影響する可能性があります。

バックアップウィンドウは短くなっている一方で、バックアップするデータの量は増加しています。そのた
め、ビジネスプロセスへの影響を最小限に抑えながらバックアップを実行できるタイミングを見つけ出すのは
困難です。本番環境と非本番環境の SAP システムのダウンタイムは、データの損失とビジネスコストを削減
するために最小化する必要があるため、 SAP システムのリストアとリカバリに要する時間が重要になりま
す。

SAP のバックアップとリカバリに関する課題を以下にまとめます。

• * 本番用 SAP システムのパフォーマンスへの影響。 * 通常、従来のコピーベースのバックアップは、デー
タベースサーバ、ストレージシステム、ストレージネットワークに大きな負荷がかかるため、本番用 SAP

システムのパフォーマンスが大幅に低下します。

• * バックアップ・ウィンドウの短縮 * 従来のバックアップは 'SAP システムでの対話またはバッチ・アクテ
ィビティが少ない場合にのみ可能ですSAP システムが 24 時間稼働していると、バックアップのスケジュ
ール設定がさらに難しくなります。

154

https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/what-is-fsx-ontap.html
https://www.netapp.com/us/documentation/snapcenter-software.aspx
https://docs.netapp.com/us-en/snapcenter/index.html
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17111-tr4667.pdf
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-sr-scs-sap-hana-system-replication-overview.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/backup/saphana-sr-scs-sap-hana-system-replication-overview.html


• * データの急増。 * データの急増とバックアップ・ウィンドウの短縮には、バックアップ・インフラへの
継続的な投資が必要です。つまり、より多くのテープドライブを調達し、追加のバックアップディスクス
ペースを確保し、より高速なバックアップネットワークを構築する必要があります。また、これらのテー
プ資産の格納と管理にかかる継続的なコストについても説明する必要があります。こうした問題には差分
バックアップで対処することもできますが、リストアプロセスが煩雑で非常に時間がかかるうえ、複雑な
ため検証も難しくなります。このようなシステムでは、通常、 Recovery Time Objective （ RTO ；目標復
旧時間）と Recovery Point Objective （ RPO ；目標復旧時点）が長くなり、ビジネスには受け入れられ
ません。

• * ダウンタイムのコスト増加。 * SAP システムの計画外のダウンタイムは、通常、ビジネスの財務に影響
を及ぼします。計画外停止の大部分は、 SAP システムのリストアとリカバリの要件に応じて消費されま
す。そのため、必要な RTO は、バックアップとリカバリのアーキテクチャの設計を決定します。

• * SAP アップグレード・プロジェクトのバックアップ / リカバリ時間。 * SAP アップグレードのプロジェ
クト計画には、 SAP データベースのバックアップが 3 つ以上含まれています。これらのバックアップに
より、アップグレードプロセスにかかる時間が大幅に短縮されます。通常、続行するかどうかは、以前に
作成したバックアップからデータベースをリストアおよびリカバリするのに要する時間に基づいて判断し
ます。システムを以前の状態にリストアするだけでなく、アップグレード中に発生する可能性のある問題
を迅速にリストアすることで解決できます。

NetApp 解決策の略

ネットアップの Snapshot テクノロジを使用すれば、データベースのバックアップを数分で作成できま
す。Snapshot コピーではストレージプラットフォーム上の物理データブロックは移動されないため、
Snapshot コピーの作成に要する時間はデータベースのサイズに左右されません。また、 Snapshot コピーの
作成時やアクティブファイルシステムのデータが変更されたときにデータブロックの移動やコピーが NetApp

Snapshot テクノロジによって行われないため、稼働中の SAP システムのパフォーマンスに影響がありませ
ん。そのため、 Snapshot コピーの作成スケジュールは、対話形式またはバッチでのアクティビティのピーク
期間を気にせずに作成できます。SAP とネットアップのお客様は、通常、複数のオンライン Snapshot バック
アップを 1 日に行うようにスケジュールを設定します。たとえば、一般に 4 時間ごとなどです。作成された
Snapshot バックアップをプライマリストレージシステムに 3~5 日間保持しています。

Snapshot コピーは、リストア処理とリカバリ処理にも大きなメリットがあります。NetApp SnapRestore デ
ータリカバリソフトウェアを使用すると、データベース全体または利用可能な Snapshot コピーに基づいて、
データベースの一部を任意の時点にリストアできます。このようなリストアプロセスは、データベースのサイ
ズに関係なく数分で完了します。オンラインの Snapshot バックアップは 1 日に数回作成されるため、従来の
バックアップ方式に比べて、リカバリプロセスに要する時間が大幅に短縮されます。24 時間以内ではなく数
時間前の Snapshot コピーを使用してリストアできるため、適用するトランザクションログの数を少なくする
必要があります。そのため、従来のシングルサイクルのテープバックアップでは数時間かかるのに対し、
RTO が数分に短縮されます。

Snapshot コピーバックアップは、アクティブなオンラインデータと同じディスクシステムに格納されます。
セカンダリストレージへのバックアップに代わる手段としてではなく、補助的な用途で使用することを推奨し
ます。リストアとリカバリのほとんどはプライマリストレージシステムで SnapRestore を使用して実行され
ます。セカンダリストレージからのリストアが必要になるのは、 Snapshot コピーが格納されているプライマ
リストレージシステムが損傷している場合のみです。セカンダリストレージは、たとえば月末のバックアップ
のように、 Snapshot コピーからは提供されなくなったバックアップをリストアする必要がある場合にも使用
できます。

セカンダリストレージへのバックアップは、プライマリストレージに作成された Snapshot コピーがベースと
なります。そのため、プライマリストレージシステムから直接データが読み取られ、 SAP データベースサー
バに負荷は生成されません。プライマリストレージはセカンダリストレージと直接通信し、 NetApp

SnapVault のディスクツーディスクバックアップを使用してバックアップデータをデスティネーションに送信
します。
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SnapVault には、従来のバックアップに比べて大きな利点があります。最初のデータ転送でソースからデス
ティネーションにすべてのデータが転送され、以降のバックアップでは変更されたブロックだけがセカンダリ
ストレージにコピーされます。そのため、プライマリストレージシステムへの負荷およびフルバックアップに
要する時間が大幅に削減されます。SnapVault では変更されたブロックだけがデスティネーションに格納され
るため、データベースのフルバックアップに必要なディスクスペースも少なくて済みます。

解決策 は、ハイブリッドクラウド運用モデルにシームレスに拡張することもできます。ディザスタリカバリ
やオフサイトのバックアップを目的としたデータレプリケーションは、オンプレミスの NetApp ONTAP シス
テムから、クラウドで実行されている Cloud Volumes ONTAP インスタンスに実施できます。SnapCenter

は、 SAP HANA システムをオンプレミスで実行する場合でも、クラウドで実行する場合でも、データ保護と
データレプリケーションを一元的に管理するツールとして使用できます。次の図に、バックアップ解決策 の
概要を示します。

Snapshot バックアップの実行時間

次のスクリーンショットは、ネットアップストレージ上で SAP HANA を実行しているお客様の HANA Studio

を示しています。Snapshot コピーを使用して HANA データベースをバックアップしている。この図では、
Snapshot バックアップテクノロジを使用して、 HANA データベース（約 2.3TB のサイズ）を 2 分 11 秒でバ
ックアップしています。

全体的なバックアップワークフローランタイムの最大の部分は、 HANA のバックアップセーブ
ポイント処理を実行するために必要な時間です。この手順は、 HANA データベースの負荷によ
って異なります。ストレージ Snapshot バックアップ自体は、数秒で完了します。
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目標復旧時間の比較

このセクションでは、ファイルベースとストレージベースの Snapshot バックアップの RTO 比較を示しま
す。RTO は、データベースのリストアに必要な時間と、データベースの起動およびリカバリに必要な時間の
合計によって定義されます。

データベースのリストアに必要な時間

ファイルベースのバックアップでは、リストア時間はデータベースのサイズとバックアップインフラによって
異なり、リストア速度は 1 秒あたりのメガバイト数で定義されます。たとえば、インフラで 250MBps の高速
なリストア処理がサポートされている場合、データベースのサイズが 1TB にリストアされるまでに約 1 時間
10 分かかります。

ストレージ Snapshot コピーバックアップでは、リストア時間はデータベースのサイズに左右されず、プライ
マリストレージからリストアを実行できる数秒の範囲になります。セカンダリストレージからのリストアが必
要になるのは、プライマリストレージが使用できなくなったときに災害が発生した場合だけです。

データベースの起動に必要な時間

データベースの開始時間は、行および列ストアのサイズによって異なります。列ストアの場合、開始時間は、
データベースの起動時にプリロードされるデータの量によっても異なります。次の例では、開始時間は 30 分
であると想定しています。開始時刻は、ファイルベースのリストアとリカバリ、および Snapshot に基づくリ
ストアとリカバリで同じです。

データベースのリカバリに要する時間

リカバリ時間は、リストア後に適用する必要があるログの数によって異なります。この数は、データバックア
ップを実行する頻度によって決まります。

ファイルベースのデータバックアップでは、通常、バックアップスケジュールは 1 日に 1 回となります。バ
ックアップによって本番環境のパフォーマンスが低下するため、通常はバックアップ頻度を高くすることはで
きません。したがって、最悪の場合は、フォワードリカバリ時に 1 日中に書き込まれたすべてのログを適用
する必要があります。

ストレージ Snapshot コピーのデータバックアップは、通常、 SAP HANA データベースのパフォーマンスに
影響しないため、頻繁にスケジュールされます。たとえば、 Snapshot コピーのバックアップを 6 時間ごとに
実行するようにスケジュールした場合、最大でファイルベースのバックアップのリカバリ時間の 4 分の 1 （ 6

時間 /24 時間 = ¼ ）というリカバリ時間がかかります。

次の図に、ファイルベースのデータバックアップを使用する場合の 1TB データベースの RTO の例を示しま

157



す。この例では、バックアップが 1 日に 1 回作成されます。RTO は、リストアとリカバリの実行タイミン
グによって異なります。バックアップの作成直後にリストアとリカバリを実行した場合の RTO は、主にリス
トア時間に基づきます。この例では、 1 時間 10 分です。リカバリ時間は、次のバックアップが作成される直
前にリストアとリカバリが実行され、最大 RTO は 4 時間 30 分になりました。

次の図に、 Snapshot バックアップの使用時の 1TB データベースの RTO の例を示します。ストレージベース
の Snapshot バックアップでは、データベースのサイズに関係なく数秒でリストアが完了するため、 RTO は
データベースの開始時間と転送リカバリ時間にのみ左右されます。また、リストアとリカバリの実行タイミン
グによってもフォワードリカバリの時間が長くなりますが、バックアップの頻度が高い（この例では 6 時間
ごと）ため、最大で 43 分までリカバリ時間が短縮されます。この例では、最大 RTO は 1 時間 13 分です。

次の図に、データベースサイズや Snapshot バックアップの頻度に応じた、ファイルベースとストレージベー
スの Snapshot バックアップの RTO 比較を示します。緑のバーは、ファイルベースのバックアップを示して
います。その他のバーには、バックアップ頻度が異なる Snapshot コピーのバックアップが表示されます。
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1 日に 1 回の Snapshot コピーでデータをバックアップする RTO は、ファイルベースのデータバックアッ
プに比べてすでに 40% 短縮されています。1 日に 4 つの Snapshot バックアップを作成すると、削減率は
70% になります。また、 Snapshot のバックアップ頻度を 1 日あたり 4~6 個の Snapshot バックアップに増
やすと、この図ではフラットな状態になります。したがって、お客様は通常、 1 日に 4~6 個の Snapshot バ
ックアップを作成します。

このグラフには、 HANA サーバの RAM サイズが表示されます。メモリ内のデータベースサイ
ズは、サーバの RAM サイズの半分になるように計算されます。

リストアとリカバリの所要時間は、次の前提に基づいて計算します。データベースは 250MBps

でリストアできます。1 日のログファイルの数は、データベースサイズの 50% です。たとえ
ば、 1TB のデータベースでは、 1 日 500MB のログファイルが作成されます。リカバリは
100Mbps で実行できます。

"次の例は、 SnapCenter のアーキテクチャです。"

SnapCenter アーキテクチャ

"前へ：概要。"

SnapCenter の概要

SnapCenter は、アプリケーションと整合性のあるデータ保護を実現する拡張性に優れたユニファイドプラッ
トフォームです。SnapCenter では一元的な管理と監視が可能ですが、一方で、アプリケーション固有のバッ
クアップ、リストア、クローニングのジョブの管理を各ユーザに委譲することができます。SnapCenter を使
用すれば、データベース管理者やストレージ管理者は、さまざまなアプリケーションやデータベースのバック
アップ、リストア、クローニングの処理を 1 つのツールで管理できます。SnapCenter は、ネットアップのデ
ータファブリック内のすべてのエンドポイントのデータを管理します。SnapCenter を使用して、オンプレミ
ス環境間、オンプレミス環境とクラウド間、およびプライベートクラウド、ハイブリッドクラウド、パブリッ
ククラウド間でデータをレプリケートできます。
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SnapCenter コンポーネント

SnapCenter には、 SnapCenter サーバ、 Windows 用 SnapCenter プラグインパッケージ、および Linux 用
SnapCenter プラグインパッケージが含まれています。各パッケージには、さまざまなアプリケーションやイ
ンフラコンポーネント用の SnapCenter へのプラグインが含まれています。

SnapCenter のカスタムプラグインを使用すると、独自のプラグインを作成し、同じ SnapCenter インターフ
ェイスを使用してアプリケーションを保護できます。

次の図は、 SnapCenter のコンポーネントを示しています。

"次に、 SnapCenter SAP HANA バックアップ解決策 を実行します。"

SnapCenter SAP HANA Backup 解決策 の略

"以前のバージョン： SnapCenter アーキテクチャ。"

解決策コンポーネント

SnapCenter Backup 解決策 for SAP HANA には、次の領域があります。

• ストレージベースの Snapshot コピーを使用した SAP HANA データのバックアップ：

◦ バックアップのスケジュール設定

◦ 保持管理

◦ 不要な SAP HANA バックアップカタログの削除

• 非データ・ボリューム（例： /hana/shared ）バックアップとストレージ・ベースの Snapshot コピー：

◦ バックアップのスケジュール設定

◦ 保持管理

• オフサイトのバックアップまたはディザスタリカバリロケーションへのレプリケーション：

◦ SAP HANA データの Snapshot バックアップ
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◦ データボリューム以外のボリューム

◦ オフサイトのバックアップストレージに保持管理を設定

◦ 不要な SAP HANA バックアップカタログの削除

• ファイルベースのバックアップを使用したデータベースブロックの整合性チェック：

◦ バックアップのスケジュール設定

◦ 保持管理

◦ 不要な SAP HANA バックアップカタログの削除

• HANA データベースログバックアップの保持管理：

◦ データバックアップの保持に基づく保持管理

◦ 不要な SAP HANA バックアップカタログの削除

• HANA データベースの自動検出

• リストアとリカバリの自動化

• SAP HANA マルチテナントデータベースコンテナ（ MDC ）システムを使用したシングルテナントのリス
トア処理

データベースデータファイルのバックアップは、 SnapCenter と SAP HANA 向けプラグインを組み合わせて
実行されます。このプラグインは、 SAP HANA データベースのバックアップ保存ポイントをトリガーして、
プライマリストレージシステムで作成された Snapshot コピーが SAP HANA データベースの整合性のあるイ
メージに基づいて作成されるようにします。

SnapCenter では、 SnapVault または NetApp SnapMirror を使用して、整合性のあるデータベースイメージを
オフサイトのバックアップまたはディザスタリカバリロケーションにレプリケートできます。フィーチャー（
Feature ）：通常は、プライマリストレージとオフサイトのバックアップストレージに異なる保持ポリシーが
定義されます。SnapCenter はプライマリストレージでの保持を処理し、 ONTAP はオフサイトのバックアッ
プストレージでの保持を処理します。

SnapCenter では、 SAP HANA 関連のすべてのリソースを完全にバックアップするために、ストレージベー
スの Snapshot コピーを使用して SAP HANA プラグインを使用し、データ以外のすべてのボリュームをバッ
クアップすることもできます。非データ・ボリュームは、データベース・データ・バックアップとは別にスケ
ジュール設定できるため、保持ポリシーや保護ポリシーを個別に設定することができます。

SAP HANA データベースは、ログバックアップを自動的に実行します。目標復旧時点に応じて、ログ・バッ
クアップの保存場所に関するいくつかのオプションがあります。

• ログバックアップは、 NetApp MetroCluster ハイアベイラビリティ（ HA ）およびディザスタリカバリス
トレージソフトウェアを使用してデータを別の場所に同期的にミラーリングするストレージシステムに書
き込まれます。

• ログバックアップのデスティネーションは、同じプライマリストレージシステムで設定し、 SnapMirror

によって同期または非同期でセカンダリストレージにレプリケートできます。

• ログバックアップのデスティネーションは、 SnapVault を使用してデータベースバックアップをレプリケ
ートする、同じオフサイトのバックアップストレージに設定できます。この構成では、オフサイトのバッ
クアップストレージに、ログバックアップをオフサイトのバックアップストレージに書き込むことができ
るように、プライマリストレージと同様の可用性要件があります。

SAP では、ブロックの整合性チェックを実行するために、ストレージベースの Snapshot バックアップと週次
ファイルベースのバックアップを組み合わせることを推奨しています。ブロック整合性チェックは、
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SnapCenter 内から実行できます。設定可能な保持ポリシーに基づいて、 SnapCenter は、プライマリスト
レージでのデータファイルバックアップの削除、ログファイルバックアップ、および SAP HANA のバックア
ップカタログを管理します。

SnapCenter はプライマリストレージでの保持を処理し、 ONTAP はセカンダリバックアップの
保持を管理します。

次の図に、データベースとログのバックアップ構成の概要を示します。この図では、ログバックアップがオフ
サイトのバックアップストレージの NFS マウントに書き込まれます。

SnapCenter では、データボリューム以外のボリュームのストレージベースの Snapshot バックアップを実行
する際に、次のタスクを実行します。

1. データボリューム以外のストレージ Snapshot コピーの作成。

2. データボリュームの SnapVault 更新または SnapMirror 更新の実行（設定されている場合）。

3. 定義された保持ポリシーに基づいて、プライマリストレージのストレージ Snapshot コピーを削除しま
す。

SAP HANA データベースのストレージベースの Snapshot バックアップを実行する場合、 SnapCenter は次の
タスクを実行します。

1. SAP HANA バックアップ保存ポイントを作成して、永続性レイヤに整合性のあるイメージを作成する。

2. データボリュームのストレージ Snapshot コピーの作成。

3. SAP HANA バックアップカタログへのストレージ Snapshot バックアップの登録。

4. SAP HANA バックアップセーブポイントのリリース。
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5. データボリュームの SnapVault 更新または SnapMirror 更新の実行（設定されている場合）。

6. 定義された保持ポリシーに基づいて、プライマリストレージのストレージ Snapshot コピーを削除しま
す。

7. プライマリまたはオフサイトのバックアップストレージにバックアップが存在しなくなった場合は、 SAP

HANA のバックアップカタログのエントリを削除します。

8. 保持ポリシーに基づいてバックアップが削除された場合、または手動で削除された場合、 SnapCenter は
最も古いデータバックアップよりも古いログバックアップをすべて削除します。ログバックアップは、フ
ァイルシステムと SAP HANA のバックアップカタログから削除されます。

サポートされている SAP HANA リリースと構成

SnapCenter は、 NFS または FC 接続のネットアップストレージシステム（ AFF および FAS ）を使用した
SAP HANA シングルホスト構成とマルチホスト構成、および NFS を使用した AWS 、 Azure 、 Google

Cloud Platform 、 AWS FSX ONTAP で Cloud Volumes ONTAP を実行している SAP HANA システムをサポー
トしています。

SnapCenter は、次の SAP HANA アーキテクチャとリリースをサポートしています。

• SAP HANA の単一コンテナ： SAP HANA 1.0 SPS12

• SAP HANA マルチテナントデータベースコンテナ（ MDC ）のシングルテナント： SAP HANA 2.0 SPS3

以降

• SAP HANA マルチテナントデータベースコンテナ（ MDC ）の複数のテナント： SAP HANA 2.0 SPS4 以
降

SnapCenter 4.6 の機能強化

バージョン 4.6 以降の SnapCenter では、 HANA システムレプリケーション関係で設定された HANA システ
ムの自動検出がサポートされます。各ホストは、物理 IP アドレス（ホスト名）とストレージレイヤ上の個々
のデータボリュームを使用して設定されます。2 つの SnapCenter リソースが 1 つのリソースグループに統合
されている場合、 SnapCenter はプライマリまたはセカンダリのホストを自動的に識別し、必要なバックアッ
プ処理を適宜実行します。SnapCenter で作成された Snapshot とファイルベースのバックアップの保持の管
理は、両方のホストで実行されます。これにより、現在のセカンダリホストでも古いバックアップが削除され
るようになります。次の図に概要を示します。SnapCenter の HANA システムレプリケーション対応 HANA

システムの構成と運用の詳細概要 については、を参照してください "TR-4719 『 SAP HANA System

Replication 、 Backup and Recovery with SnapCenter 』"。
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"次： SnapCenter の概念とベストプラクティス"

SnapCenter の概念とベストプラクティス

"前のバージョン： SnapCenter SAP HANA バックアップ解決策 。"

SAP HANA のリソース構成オプションと概念

SnapCenter では、 SAP HANA データベースのリソース構成を 2 つの異なるアプローチで実行できます。

• * リソースを手動で構成。 * HANA のリソースとストレージの設置面積に関する情報は、手動で提供する
必要があります。

• * HANA リソースの自動検出。 * 自動検出により、 SnapCenter での HANA データベースの設定が簡易化
され、リストアとリカバリが自動化されます。

SnapCenter では、自動検出された HANA データベースのリソースのみがリストアとリカバリの自動化を有効
にしていることを理解しておくことが重要です。SnapCenter で手動で設定した HANA データベースリソース
は、 SnapCenter でリストア処理を実行したあとに手動でリカバリする必要があります。
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一方、 SnapCenter による自動検出は、 HANA のすべてのアーキテクチャとインフラ構成でサポートされて
いるわけではありません。そのため、 HANA 環境では、混在するアプローチが必要になる場合があります。
一部の HANA システム（ HANA マルチホストシステム）では手動でリソース設定を行う必要があり、それ以
外はすべて自動検出を使用して設定できます。

リストアとリカバリの自動検出は、データベースホストで OS コマンドを実行できるかどうかによって異なり
ます。たとえば、ファイルシステムやストレージの設置面積の検出、アンマウント、マウント、 LUN 検出な
どの処理が該当します。これらの処理は、 HANA プラグインと自動的に導入される SnapCenter Linux プラグ
インを使用して実行されます。そのため、自動検出とリストアとリカバリを可能にするためには、データベー
スホストに HANA プラグインを導入する必要があります。データベースホストに HANA プラグインを導入し
たあとに、自動検出を無効にすることもできます。この場合、リソースは手動で設定されたリソースになりま
す。

次の図は、依存関係をまとめたものです。HANA の導入オプションの詳細については、「 SAP HANA プラグ
インの導入オプション」を参照してください。

HANA と Linux のプラグインは、現在、インテルベースのシステムでのみ使用できま
す。HANA データベースを IBM Power Systems で実行している場合は、中央の HANA プラグ
インホストを使用する必要があります。

自動検出と自動リカバリのためにサポートされている HANA アーキテクチャ

SnapCenter では、ほとんどの HANA 構成で自動検出と自動リストア / リカバリがサポートされていますが、
HANA の複数ホストシステムでは手動構成が必要です。

次の表に、自動検出がサポートされる HANA 構成を示します。
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HANA
プラグインのインストー
ル場所：

HANA のアーキテクチャ HANA システム構成 インフラ

HANA データベースホス
ト

シングルホスト • HANA の単一コンテ
ナ

• シングルテナントま
たは複数テナントの
SAP HANA マルチテ
ナントデータベース
コンテナ（ MDC

• HANA システムレプ
リケーション

• NFS のベアメタル

• Linux の論理ボリュー
ムマネージャ（ LVM

）の有無に関係な
く、 XFS と FC を使
用するベアメタル

• VMware ： OS を直接
NFS マウント

複数のテナントを持つ HANA MDC システムは自動検出がサポートされていますが、現在の
SnapCenter リリースでの自動リストアとリカバリはサポートされていません。

HANA の手動リソース構成でサポートされている HANA アーキテクチャ

HANA のリソースの手動構成は、すべての HANA アーキテクチャでサポートされていますが、 HANA の中央
プラグインホストが必要です。中央のプラグインホストには、 SnapCenter サーバ自体、または独立した
Linux または Windows ホストを使用できます。

HANA プラグインが HANA データベースホストに導入されている場合、リソースはデフォルト
で自動検出されます。自動検出を個々のホストに対して無効にして、プラグインを展開できま
す。たとえば、アクティブな HANA システムレプリケーションが有効になっているデータベー
スホストでは、自動検出がサポートされていない SnapCenter リリース 4.6 では、自動検出を
無効にできます。詳細については、を参照してください ""HANA プラグインホストで自動検出
を無効にします。 ""

次の表に、 HANA の手動リソース構成でサポートされる HANA 構成を示します。

HANA
プラグインのインストー
ル場所：

HANA のアーキテクチャ HANA システム構成 インフラ

中央プラグインホスト（
SnapCenter サーバまたは
個別の Linux ホスト）

単一または複数のホスト • HANA の単一コンテ
ナ

• シングルテナントま
たはマルチテナント
の HANA MDC

• HANA システムレプ
リケーション

• NFS のベアメタル

• Linux LVM の有無に関
係なく、 XFS と FC

を使用するベアメタ
ル

• VMware ： OS を直接
NFS マウント

SAP HANA プラグインの導入オプション

次の図は、 SnapCenter サーバと SAP HANA データベースの論理ビューと通信を示しています。

SnapCenter サーバは、 SAP HANA プラグインを介して SAP HANA データベースと通信します。SAP HANA
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プラグインは、 SAP HANA hdbsql クライアントソフトウェアを使用して、 SAP HANA データベースに対
して SQL コマンドを実行します。SAP HANA の hdbuserstore は、 SAP HANA データベースにアクセスする
ためのユーザクレデンシャル、ホスト名、ポート情報を提供するために使用されます。

SAP HANA プラグインと SAP hdbsql クライアントソフトウェア（ hdbuserstore 設定ツールを
含む）は、同じホストに一緒にインストールする必要があります。

ホストには、 SnapCenter サーバ自体、独立した中央プラグインホスト、または個々の SAP HANA データベ
ースホストを使用できます。

SnapCenter サーバの高可用性

SnapCenter は 2 ノード HA 構成でセットアップできます。このような構成では、アクティブ / パッシブモー
ドでロードバランサ（ F5 など）を使用し、アクティブ SnapCenter ホストを指す仮想 IP アドレスを使用し
ます。SnapCenter リポジトリ（ MySQL データベース）は、 SnapCenter データが常に同期されるように、
2 つのホスト間で SnapCenter によってレプリケートされます。

HANA プラグインが SnapCenter サーバにインストールされている場合、 SnapCenter サーバ HA はサポート
されません。HA 構成で SnapCenter をセットアップする場合は、 SnapCenter サーバに HANA プラグインを
インストールしないでください。SnapCenter HA の詳細については、こちらを参照してください "ネットアッ
プのナレッジベースのページ"。

SnapCenter サーバを中央の HANA プラグインホストとして使用

次の図に、 SnapCenter サーバを中央プラグインホストとして使用する場合の設定を示します。SAP HANA

プラグインと SAP hdbsql クライアントソフトウェアは、 SnapCenter サーバにインストールされています。
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HANA プラグインは、ネットワーク経由で hdbclient を使用して管理対象 HANA データベースと通信できるた
め、個々の HANA データベースホストに SnapCenter コンポーネントをインストールする必要はありませ
ん。SnapCenter では、管理対象データベースに対してすべてのユーザストアキーが設定された中央の HANA

プラグインホストを使用して、 HANA データベースを保護できます。

一方、自動検出のワークフロー自動化の強化、リストアとリカバリの自動化、 SAP システムの更新処理を行
う際には、データベースホストに SnapCenter コンポーネントをインストールする必要があります。中央の
HANA プラグインホストを使用している場合、これらの機能は使用できません。

また、 HANA プラグインが SnapCenter サーバにインストールされている場合、インビルドの HA 機能を使
用した SnapCenter サーバの高可用性は使用できません。SnapCenter サーバが VMware クラスタ内の VM で
実行されている場合は、 VMware HA を使用して高可用性を実現できます。

ホストを中央の HANA プラグインホストとして分離

次の図は、独立した Linux ホストを中央のプラグインホストとして使用した場合の構成を示しています。この
場合、 SAP HANA プラグインと SAP hdbsql クライアントソフトウェアが Linux ホストにインストールされ
ています。

また、個別の中央プラグインホストを Windows ホストにすることもできます。
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前のセクションで説明した機能の可用性に関する同様の制限は、別の中央プラグインホストにも適用されま
す。

ただし、この導入オプションでは、 SnapCenter サーバに組み込みの HA 機能を設定できます。また、 Linux

クラスタ解決策 などを使用して、中央のプラグインホストも HA である必要があります。

HANA プラグインを個々の HANA データベースホストに導入

次の図は、 SAP HANA プラグインが各 SAP HANA データベースホストにインストールされた構成を示して
います。
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HANA プラグインを各 HANA データベースホストにインストールすると、自動検出やリストアとリカバリ
の自動化などのすべての機能を使用できるようになります。また、 SnapCenter サーバは HA 構成でセットア
ップできます。

HANA 混在プラグイン環境をサポート

このセクションの冒頭で説明したように、マルチホストシステムなど、一部の HANA システム構成には、中
央のプラグインホストが必要です。そのため、ほとんどの SnapCenter 構成では HANA プラグインを混在さ
せる必要があります。

自動検出がサポートされているすべての HANA システム構成に対して、 HANA プラグインを HANA データベ
ースホストに導入することを推奨します。マルチホスト構成などの他の HANA システムは、中央の HANA プ
ラグインホストで管理する必要があります。

次の 2 つの図に、 SnapCenter サーバまたは別の Linux ホストを中央プラグインホストとして使用したプラグ
インの混在環境を示します。どちらの構成の場合も、オプションの HA 構成だけが違います。

まとめと推奨事項

一般に、使用可能なすべての SnapCenter HANA 機能を有効にし、ワークフローの自動化を強化するために、

170



各 SAP HANA ホストに HANA プラグインを導入することを推奨します。

HANA と Linux のプラグインは、現在、インテルベースのシステムでのみ使用できま
す。HANA データベースを IBM Power Systems で実行している場合は、中央の HANA プラグ
インホストを使用する必要があります。

HANA マルチホスト構成など、自動検出がサポートされない HANA 構成では、追加の中央 HANA プラグイン
ホストを設定する必要があります。VMware HA を SnapCenter HA に利用できる場合は、中央のプラグイン
ホストを SnapCenter サーバにすることができます。SnapCenter の組み込みの HA 機能を使用する場合は、
別の Linux プラグインホストを使用します。

次の表は、さまざまな導入オプションをまとめたものです。

導入オプション 依存関係

SnapCenter サーバに中央 HANA プラグインホストプ
ラグインがインストールされている

長所： * シングル HANA プラグイン、中央 HDB ユー
ザストア構成 * 個別の HANA データベースホストに
SnapCenter ソフトウェアコンポーネントは不要 * す
べての HANA アーキテクチャのサポート * 手動リソ
ース構成 * 手動リカバリ * シングルテナントリストア
のサポートなし * 中央プラグインホストでのプリスク
リプトとポストスクリプトの手順の実行 * インビルド
SnapCenter ハイアベイラビリティはサポートされて
いません * SID とテナント名の組み合わせは、すべて
の管理対象 HANA データベースで一意である * ログ
すべての管理対象 HANA データベースでバックアッ
プ保持管理が有効 / 無効になっています

別々の Linux サーバまたは Windows サーバにインス
トールされた中央 HANA プラグインホストプラグイ
ン

長所： * シングル HANA プラグイン、中央 HDB ユー
ザストア構成 * 個別の HANA データベースホストに
SnapCenter ソフトウェアコンポーネントは不要 * す
べての HANA アーキテクチャのサポート * インビル
ド SnapCenter 高可用性サポートされる構成： * 手動
リソース構成 * 手動リカバリ * シングルテナントリス
トアのサポートなし * 中央プラグインホストで実行さ
れるプリスクリプトとポストスクリプトの手順 * SID

とテナント名の組み合わせは、すべての管理対象
HANA データベースで一意である * ログバックアップ
の保持管理が有効 / 無効になっているすべての管理対
象です HANA データベース

HANA データベースサーバに個別の HANA プラグイ
ンをインストール

長所： * HANA リソースの自動検出 * リストアとリカ
バリの自動化 * シングルテナントリストア * SAP シ
ステム更新のためのプレスクリプトとポストスクリプ
トの自動化 * インビルド SnapCenter 高可用性サポー
ト * 各 HANA データベースのログバックアップ保持
管理を有効 / 無効にできます。 * HANA のアーキテク
チャによってはサポートされていません。HANA マル
チホストシステムには、追加の中央プラグインホスト
が必要です。* HANA プラグインは、 HANA データベ
ースの各ホストに導入する必要があります
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データ保護戦略

SnapCenter と SAP HANA プラグインを設定する前に、各種 SAP システムの RTO と RPO の要件に基づい
てデータ保護戦略を定義する必要があります。

一般的なアプローチとしては、本番システム、開発システム、テストシステム、サンドボックスシステムなど
のシステムタイプを定義します。通常、システムタイプが同じ SAP システムのデータ保護パラメータはすべ
て同じです。

定義する必要があるパラメータは次のとおりです。

• Snapshot バックアップを実行する頻度

• Snapshot コピーバックアップをプライマリストレージシステムに保存する期間

• ブロック整合性チェックはどのくらいの頻度で実行する必要がありますか。

• プライマリバックアップをオフサイトのバックアップサイトにレプリケートする必要があるか。

• バックアップをオフサイトのバックアップストレージに保管する期間

次の表に、システムタイプの本番、開発、およびテストのデータ保護パラメータの例を示します。本番用シス
テムでは、高いバックアップ頻度が定義されており、バックアップはオフサイトのバックアップサイトに 1

日に 1 回レプリケートされます。テスト用システムの要件は低く、バックアップのレプリケーションはあり
ません。

パラメータ 本番用システム 開発システム システムをテストする

バックアップ頻度 4 時間ごと 4 時間ごと 4 時間ごと

プライマリの保持 2 日 2 日 2 日

ブロック整合性チェック 週に 1 回 週に 1 回 いいえ

オフサイトのバックアッ
プサイトへのレプリケー
ション

1 日に 1 回 1 日に 1 回 いいえ

オフサイトへのバックア
ップの保持

2 週間 2 週間 該当なし

次の表に、データ保護パラメータに設定する必要があるポリシーを示します。

パラメータ PolicyLocalSnap
というプロンプトに対し
て表示され

PolicyLocalSnapAndSna

pVault

PolicyBlockIntegrityChe

ck 」を参照してください

バックアップタイプ Snapshot ベース Snapshot ベース ファイルベース

スケジュール頻度 毎時 毎日 毎週

プライマリの保持 カウント = 12 カウント = 3 count = 1

SnapVault レプリケーシ
ョン

いいえ はい。 該当なし

LocalSnapshot ポリシーは ' 本番システム ' 開発システム ' およびテスト・システムに使用され '2 日間の保持
期間を持つローカル Snapshot バックアップをカバーします
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リソース保護設定では、スケジュールはシステムタイプごとに異なります。

• * 製造 * 4 時間ごとにスケジュールを設定します。

• * 開発。 * 4 時間ごとにスケジュールを設定します。

• * テスト * 4 時間ごとにスケジュールを設定します。

「 LocalSnapAndSnapVault' 」ポリシーは、本番システムおよび開発システムで、オフサイトのバックアップ
ストレージへの日次レプリケーションをカバーするために使用されます。

リソース保護構成では、スケジュールは本番環境と開発環境に対して定義されます。

• * 生産。 * 毎日スケジュールを設定します。

• * 開発。 * 毎日スケジュールを設定します。

「 BlockIntegrityCheck 」ポリシーは、本番システムおよび開発システムで、ファイルベースのバックアップ
を使用した週次ブロック整合性チェックをカバーするために使用されます。

リソース保護構成では、スケジュールは本番環境と開発環境に対して定義されます。

• * 生産。 * 毎週スケジュールを設定します。

• * 開発。 * 毎週スケジュールを設定します。

オフサイトのバックアップポリシーを使用する個々の SAP HANA データベースに対して、ストレージレイヤ
で保護関係を設定する必要があります。保護関係は、レプリケートされるボリュームとバックアップの保持を
オフサイトのバックアップストレージで定義します。

この例では、本番用システムと開発用システムごとに、オフサイトのバックアップストレージに 2 週間のデ
ータ保持期間を定義します。

この例では、 SAP HANA データベースのリソースと非データボリュームのリソースの保護ポリ
シーと保持方法は異なりますが、

バックアップ処理

SAP は、 HANA 2.0 SPS4 を使用する MDC のマルチテナントシステムの Snapshot バックアップをサポート
するようになりました。SnapCenter は、複数のテナントを持つ HANA MDC システムの Snapshot バックア
ップ処理をサポートしています。SnapCenter は、 HANA MDC システムの 2 つの異なるリストア処理もサポ
ートしています。システム全体、システム DB 、およびすべてのテナントをリストアすることも、テナントを
1 つだけリストアすることもできます。SnapCenter でこれらの処理を実行するための前提条件がいくつかあ
ります。

MDC システムでは、テナント設定が静的であるとは限りません。テナントを追加したり、テナントを削除し
たりできます。SnapCenter は、 HANA データベースが SnapCenter に追加されたときに検出された構成に依
存しません。バックアップ処理の実行時に使用可能なテナントを SnapCenter が把握しておく必要がありま
す。

シングルテナントのリストア処理を有効にするには、各 Snapshot バックアップに含まれるテナントが
SnapCenter に認識されている必要があります。また、 Snapshot バックアップに含まれる各テナントにどの
ファイルおよびディレクトリが属するかを把握しておく必要があります。

したがって、バックアップ処理を実行するたびに、テナント情報を取得する必要があります。これには、テナ
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ント名、および対応するファイルとディレクトリの情報が含まれます。シングルテナントのリストア処理をサ
ポートできるようにするには、このデータを Snapshot バックアップのメタデータに格納する必要がありま
す。次のステップは、 Snapshot バックアップ処理そのものです。この手順には、 HANA のバックアップセ
ーブポイント、ストレージの Snapshot バックアップ、および SQL コマンドをトリガーして Snapshot 処理
を終了する SQL コマンドが含まれています。close コマンドを使用すると、 HANA データベースがシステム
DB と各テナントのバックアップカタログを更新します。

SAP では、 1 つ以上のテナントが停止している場合に MDC システムの Snapshot バックアッ
プ処理はサポートされません。

データバックアップの保持管理と HANA のバックアップカタログ管理のために、 SnapCenter では、最初の
手順で特定されたシステムデータベースとすべてのテナントデータベースに対してカタログ削除処理を実行す
る必要があります。ログバックアップの場合と同様に、 SnapCenter ワークフローは、バックアップ処理の一
部であった各テナントに対して実行する必要があります。

次の図に、バックアップワークフローの概要を示します。

HANA データベースの Snapshot バックアップのワークフロー

SnapCenter では、次の順序で SAP HANA データベースがバックアップされます。

1. SnapCenter が HANA データベースからテナントのリストを読み取ります。

2. SnapCenter は、各テナントのファイルとディレクトリを HANA データベースから読み取ります。

3. テナント情報は、このバックアップ処理の SnapCenter メタデータに格納されます。

4. SnapCenter が SAP HANA のグローバル同期バックアップ保存ポイントをトリガーし、整合性が取れたデ
ータベースイメージを永続性レイヤに作成します。

SAP HANA MDC のシングルまたはマルチテナントシステムの場合は、システムデータベー
スと各テナントデータベースの同期されたグローバルバックアップの保存ポイントが作成
されます。
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5. SnapCenter は、リソースに対して設定されたすべてのデータボリュームのストレージ Snapshot コピー
を作成します。このシングルホスト HANA データベースの例には、データボリュームが 1 つしかありま
せん。SAP HANA マルチホストデータベースには、複数のデータボリュームがあります。

6. SnapCenter を使用して、ストレージ Snapshot バックアップが SAP HANA バックアップカタログに登録
されます。

7. SnapCenter によって、 SAP HANA のバックアップ保存ポイントが削除されます。

8. SnapCenter は、リソース内に設定されているすべてのデータボリュームに対して SnapVault または
SnapMirror の更新を開始します。

この手順は、選択したポリシーに SnapVault または SnapMirror のレプリケーションが含ま
れている場合にのみ実行されます。

9. SnapCenter は、プライマリストレージで定義されたバックアップの保持ポリシーに基づいて、データベ
ース内のストレージ Snapshot コピーとバックアップエントリ、および SAP HANA のバックアップカタロ
グを削除します。HANA のバックアップカタログ処理は、システムデータベースとすべてのテナントに対
して実行されます。

バックアップがセカンダリストレージに残っている場合、 SAP HANA のカタログのエント
リは削除されません。

10. SnapCenter は、ファイルシステムと SAP HANA のバックアップカタログにある、 SAP HANA のバック
アップカタログにある最も古いデータバックアップよりも古いすべてのログバックアップを削除します。
これらの処理はシステムデータベースおよびすべてのテナントに対して実行されます。

この手順は、ログバックアップの不要ファイルの削除が無効になっていない場合にのみ実
行します。

ブロック整合性チェック処理のバックアップワークフロー

SnapCenter は、次の順序でブロック整合性チェックを実行します。

1. SnapCenter が HANA データベースからテナントのリストを読み取ります。

2. SnapCenter は、システムデータベースと各テナントに対してファイルベースのバックアップ処理をトリ
ガーします。

3. SnapCenter は、ブロック整合性チェック処理用に定義された保持ポリシーに基づいて、データベース、
ファイルシステム、および SAP HANA のバックアップカタログからファイルベースのバックアップを削
除します。ファイルシステムと HANA のバックアップカタログに関するバックアップの削除は、システム
データベースとすべてのテナントに対して実行されます。

4. SnapCenter は、ファイルシステムと SAP HANA のバックアップカタログにある、 SAP HANA のバック
アップカタログにある最も古いデータバックアップよりも古いすべてのログバックアップを削除します。
これらの処理はシステムデータベースおよびすべてのテナントに対して実行されます。

この手順は、ログバックアップの不要ファイルの削除が無効になっていない場合にのみ実行し
ます。
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バックアップ保持管理、および不要なデータバックアップとログバックアップの削除

データバックアップ保持管理とログバックアップの不要ファイルの削除は、次の保持管理を含む 5 つのメイ
ン領域に分割できます。

• プライマリストレージでのローカルバックアップ

• ファイルベースのバックアップ

• セカンダリストレージでバックアップを実行する

• SAP HANA のバックアップカタログでのデータのバックアップ

• SAP HANA のバックアップカタログとファイルシステムにバックアップを記録します

次の図は、各種ワークフローの概要と各処理の依存関係を示しています。以降のセクションでは、さまざまな
処理について詳しく説明します。

プライマリストレージでのローカルバックアップの保持管理

SnapCenter は、 SnapCenter バックアップポリシーに定義された保持設定に従って、プライマリストレージ
と SnapCenter リポジトリの Snapshot コピーを削除することで、 SAP HANA データベースのバックアップ
と非データボリュームのバックアップを削除します。

保持管理ロジックは、 SnapCenter の各バックアップワークフローで実行されます。

SnapCenter では、スケジュールされたバックアップとオンデマンドバックアップの両方で保持
管理を個別に処理できることに注意してください。

プライマリストレージのローカルバックアップは、 SnapCenter で手動で削除することもできます。
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ファイルベースのバックアップの保持管理

SnapCenter は、 SnapCenter バックアップポリシーに定義された保持設定に従ってファイルシステム上のバ
ックアップを削除することで、ファイルベースのバックアップを削除します。

保持管理ロジックは、 SnapCenter の各バックアップワークフローで実行されます。

スケジュールバックアップまたはオンデマンドバックアップでは、 SnapCenter で保持管理を
個別に実行できることに注意してください。

セカンダリストレージでのバックアップの保持管理

セカンダリストレージでのバックアップの保持管理は、 ONTAP 保護関係に定義された保持設定に基づいて
ONTAP によって処理されます。

SnapCenter リポジトリ内のセカンダリストレージでこれらの変更内容を同期するために、 SnapCenter では
スケジュールされたクリーンアップジョブを使用します。このクリーンアップジョブは、すべての
SnapCenter プラグインとすべてのリソースについて、すべてのセカンダリストレージのバックアップを
SnapCenter リポジトリと同期します。

デフォルトでは、クリーンアップジョブは週に 1 回スケジュールされます。この週次スケジュールでは、
SnapCenter および SAP HANA Studio でのバックアップの削除は、セカンダリストレージですでに削除され
ているバックアップと比較して遅延します。この不整合を回避するために、 1 日に 1 回など、スケジュール
を高い頻度に変更することができます。

リソースのトポロジビューで更新ボタンをクリックして、個々のリソースのクリーンアップジ
ョブを手動でトリガーすることもできます。

クリーンアップジョブのスケジュールを変更する方法、または手動で更新を開始する方法については、を参照
してください "「オフサイトバックアップストレージとのバックアップ同期のスケジューリング頻度を変更し
ます。」"

SAP HANA のバックアップカタログ内でのデータバックアップの保持管理

SnapCenter がバックアップ、ローカル Snapshot またはファイルベースを削除した場合、またはセカンダリ
ストレージでバックアップの削除を特定した場合は、 SAP HANA のバックアップカタログからこのデータバ
ックアップも削除されます。

SnapCenter は、プライマリストレージでローカル Snapshot バックアップの SAP HANA カタログエントリを
削除する前に、セカンダリストレージにバックアップが残っているかどうかを確認します。

ログバックアップの保持管理

SAP HANA データベースでは、ログバックアップが自動的に作成されます。このログバックアップでは、
SAP HANA で構成されたバックアップディレクトリに、個々の SAP HANA サービスごとにバックアップファ
イルが作成されます。

最新のデータバックアップよりも古いログバックアップはフォワードリカバリで不要になり、削除可能です。

SnapCenter は、ファイルシステムレベルおよび SAP HANA のバックアップカタログでの不要なログファイ
ルバックアップの削除を次の手順で処理します。
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1. SnapCenter は、 SAP HANA のバックアップカタログを読み取り、成功した最も古いファイルベースバッ
クアップまたは Snapshot バックアップのバックアップ ID を取得します。

2. SnapCenter は、 SAP HANA カタログ内のすべてのログバックアップと、このバックアップ ID よりも古
いファイルシステムを削除します。

SnapCenter では、 SnapCenter で作成されたバックアップの不要な削除のみが処理されま
す。SnapCenter の外部で追加のファイルベースのバックアップを作成する場合は、ファイルベ
ースのバックアップがバックアップカタログから削除されていることを確認する必要がありま
す。このようなデータバックアップがバックアップカタログから手動で削除されないと、最も
古いデータバックアップになる可能性があります。また、このファイルベースのバックアップ
が削除されるまで、古いログバックアップは削除されません。

ポリシー設定でオンデマンドバックアップに対して保持が定義されていても、不要なファイル
の削除は別のオンデマンドバックアップが実行されたときにのみ実行されます。そのため、通
常、 SnapCenter でオンデマンドバックアップを手動で削除して、これらのバックアップが
SAP HANA バックアップカタログからも削除され、ログバックアップの不要な削除が古いオン
デマンドバックアップに基づいていないことを確認する必要があります。

ログバックアップ保持管理は、デフォルトで有効になっています。必要に応じて、の説明に従って無効にする
ことができます ""HANA プラグインホストで自動検出を無効にします。 ""

Snapshot バックアップに必要な容量

従来のデータベースの変更率と比較して、ストレージレイヤのブロック変更率が高いことを考慮する必要があ
ります。列ストアの HANA テーブルのマージプロセスにより、テーブル全体が変更されたブロックだけでな
くディスクに書き込まれます。

1 日に複数の Snapshot バックアップを作成した場合、顧客ベースから得られるデータの日次変更率は
20~50% です。SnapVault ターゲットでレプリケーションを 1 日に 1 回しか実行しない場合、通常は日単位の
変更率が小さくなります。

リストア処理とリカバリ処理

SnapCenter を使用したリストア処理

HANA データベースに関しては、 SnapCenter は 2 つの異なるリストア処理をサポートしています。

• * リソース全体のリストア。 * HANA システムのすべてのデータがリストアされます。HANA システムに
1 つ以上のテナントがある場合は、システムデータベースのデータとすべてのテナントのデータがリスト
アされます。

• * 単一テナントのリストア。 * 選択したテナントのデータのみがリストアされます。

ストレージに関して言えば、上記のリストア処理は、使用するストレージプロトコル（ NFS またはファイバ
チャネル SAN ）、設定されているデータ保護（プライマリストレージにオフサイトのバックアップストレー
ジがあるかどうかに関係なく）、それぞれ別の方法で実行する必要があります。 また、リストア処理に使用
するバックアップを選択します（プライマリまたはオフサイトのバックアップストレージからリストアします
）。

プライマリストレージからのリソース全体のリストア

プライマリストレージからリソース全体をリストアする場合、 SnapCenter では、リストア処理を実行するた
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めに 2 つの異なる ONTAP 機能がサポートされます。次の 2 つの機能から選択できます。

• * ボリューム・ベース SnapRestore 。 * ボリューム・ベースの SnapRestore は、ストレージ・ボリュー
ムの内容を、選択した Snapshot バックアップの状態に戻します。

◦ NFS を使用して自動検出されたリソースで利用可能なボリュームリバートチェックボックス。

◦ 手動で構成されたリソースの [Complete Resource] オプションボタン。

• * ファイル・ベースの SnapRestore * 単一ファイル SnapRestore とも呼ばれるファイル・ベースの
SnapRestore は ' すべての個別ファイル（ NFS ）またはすべての LUN （ SAN ）をリストアします

◦ 自動検出されたリソースのデフォルトのリストア方法。NFS のボリュームリバートチェックボックス
を使用して変更できます。

◦ 手動で構成されたリソース用のファイルレベルオプションボタン。

次の表に、各種のリストア方式の比較を示します。

ボリュームベース SnapRestore ファイルベースの SnapRestore

リストア処理の速度 ボリュームサイズに関係なく、非
常に高速です

リストア処理は非常に高速です
が、ストレージシステムでバック
グラウンドコピージョブが使用さ
れるため、新しい Snapshot バック
アップの作成がブロックされます

Snapshot バックアップ履歴 古い Snapshot バックアップにリス
トアすると、新しい Snapshot バッ
クアップがすべて削除されます。

影響はありません

ディレクトリ構造のリストア ディレクトリ構造もリストアされ
ます

nfs ：個々のファイルのみをリスト
アし、ディレクトリ構造はリスト
アしません。ディレクトリ構造も
失われた場合は、リストア処理の
実行前に手動で作成する必要があ
ります。 SAN ：ディレクトリ構造
もリストアされます

オフサイトのバックアップストレ
ージにレプリケーションするよう
に構成されたリソース

ボリュームベースのリストアを、
SnapVault 同期に使用されている
Snapshot コピーよりも古い
Snapshot コピーバックアップには
実行できません

Snapshot バックアップを選択でき
ます

オフサイトのバックアップストレージから完全なリソースをリストア

オフサイトのバックアップストレージからのリストアは、必ず SnapVault リストア処理を使用して実行しま
す。この場合、ストレージボリュームのすべてのファイルまたはすべての LUN が、 Snapshot バックアップ
の内容で上書きされます。

単一テナントのリストア

単一のテナントをリストアするには、ファイルベースのリストア処理が必要です。使用するストレージプロト
コルに応じて、 SnapCenter で実行されるリストアワークフローは異なります。

• NFS ：
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◦ プライマリストレージ。ファイルベースの SnapRestore 処理は、テナントデータベースのすべてのフ
ァイルに対して実行されます。

◦ オフサイトのバックアップストレージ： SnapVault リストア処理は、テナントデータベースのすべて
のファイルに対して実行されます。

• SAN ：

◦ プライマリストレージ。LUN をクローニングしてデータベースホストに接続し、テナントデータベー
スのすべてのファイルをコピーします。

◦ オフサイトのバックアップストレージ。LUN をクローニングしてデータベースホストに接続し、テナ
ントデータベースのすべてのファイルをコピーします。

自動検出された HANA シングルコンテナおよび MDC シングルテナントシステムのリストアとリカバリ

自動検出された HANA シングルコンテナシステムと HANA MDC シングルテナントシステムは、 SnapCenter

を使用した自動リストアとリカバリが有効になります。これらの HANA システムについては、次の図に示す
ように、 SnapCenter では 3 種類のリストアとリカバリのワークフローがサポートされています。

• * シングルテナントで手動リカバリ * 。シングルテナントのリストア処理を選択すると、選択した
Snapshot バックアップに含まれるすべてのテナントが SnapCenter に表示されます。テナントデータベ
ースは手動で停止してリカバリする必要があります。SnapCenter でのリストア処理は、 NFS での単一フ
ァイルの SnapRestore 処理、または SAN 環境でのクローニング、マウント、コピーの処理で行われま
す。

• * 自動リカバリ機能を備えた完全なリソース。 * 完全なリソースのリストア操作と自動リカバリを選択し
た場合、 SnapCenter により完全なワークフローが自動化されます。SnapCenter では、最新の状態、ポ
イントインタイム、または特定のバックアップリカバリ処理がサポートされます。選択したリカバリ処理
は、システムとテナントデータベースに使用されます。

• * 手動リカバリを伴う完全なリソース。 * リカバリなしを選択すると、 SnapCenter は HANA データベー
スを停止し、必要なファイルシステム（アンマウント、マウント）およびリストア処理を実行します。シ
ステムデータベースとテナントデータベースを手動でリカバリする必要があります。

自動検出された HANA MDC のマルチテナントシステムのリストアとリカバリ

複数のテナントを持つ HANA MDC システムは自動的に検出されますが、自動リストアとリカバリは現在の
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SnapCenter リリースではサポートされていません。複数のテナントを持つ MDC システムの場合は、次の
図に示すように、 SnapCenter では 2 つの異なるリストアとリカバリのワークフローがサポートされていま
す。

• シングルテナントと手動リカバリ

• 手動リカバリでリソースを完全にリカバリ

ワークフローは、前のセクションで説明したものと同じです。

手動で構成した HANA リソースのリストアとリカバリ

手動構成の HANA リソースは、リストアとリカバリの自動化が有効になっていません。また、シングルテナ
ントまたは複数テナントの MDC システムでは、単一テナントのリストア処理はサポートされていません。

構成した HANA の手動リソースの場合、 SnapCenter では、次の図に示すように手動リカバリのみがサポー
トされます。手動リカバリのワークフローは、前のセクションで説明したものと同じです。

リストア処理とリカバリ処理の概要

次の表は、 SnapCenter の HANA リソース構成に応じたリストア処理とリカバリ処理をまとめたものです。
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SnapCenter
リソース構成

リストアとリカバリ
のオプション

HANA
データベースを停止
します

マウント前にアンマ
ウントし、リストア
後にマウントします

リカバリ処理

自動検出単一コンテ
ナ MDC のシングル
テナント

• どちらかを使用
してリソースを
完了します

• デフォルト（す
べてのファイル
）

• ボリュームのリ
バート（プライ
マリストレージ
からの NFS の
み）

• 自動リカバリが
選択されました

SnapCenter による
自動化

SnapCenter による
自動化

SnapCenter による
自動化

• どちらかを使用
してリソースを
完了します

• デフォルト（す
べてのファイル
）

• ボリュームのリ
バート（プライ
マリストレージ
からの NFS の
み）

• リカバリが選択
されていません

SnapCenter による
自動化

SnapCenter による
自動化

手動

• テナントのリス
トア

手動 必要ありません 手動
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SnapCenter
リソース構成

リストアとリカバリ
のオプション

HANA
データベースを停止
します

マウント前にアンマ
ウントし、リストア
後にマウントします

リカバリ処理

MDC の複数のテナ
ントを自動検出

• どちらかを使用
してリソースを
完了します

• デフォルト（す
べてのファイル
）

• ボリュームのリ
バート（プライ
マリストレージ
からの NFS の
み）

• 自動リカバリは
サポートされて
いません

SnapCenter による
自動化

SnapCenter による
自動化

手動

• テナントのリス
トア

手動 必要ありません 手動

すべての手動設定リ
ソース

• 完全なリソース
（ = ボリューム
の復元、 NFS

および SAN で
プライマリスト
レージからのみ
使用可能）

• ファイルレベル
（すべてのファ
イル）

• 自動リカバリは
サポートされて
いません

手動 手動 手動

"次：このレポートに使用するラボのセットアップ。"

このレポートで使用するラボのセットアップ

"以前： SnapCenter の概念とベストプラクティス"

このテクニカルレポートで使用するラボセットアップには、次の 5 種類の SAP HANA 構成が含まれていま
す。

• * MS1.*

◦ SAP HANA マルチホスト MDC のシングルテナントシステム

◦ 中央のプラグインホスト（ SnapCenter サーバ）で管理
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◦ ストレージプロトコルとして NFS を使用します

• * SS1.*

◦ SAP HANA シングルホスト MDC のシングルテナントシステム

◦ HANA プラグインが HANA データベースホストにインストールされている状態で自動検出されます

◦ ストレージプロトコルとして NFS を使用します

• * SM1. *

◦ SAP HANA シングルホスト MDC のマルチテナントシステム

◦ HANA プラグインが HANA データベースホストにインストールされている状態で自動検出されます

◦ ストレージプロトコルとして NFS を使用します

• * SS2.*

◦ SAP HANA シングルホスト MDC のシングルテナントシステム

◦ 中央のプラグインホスト（ SnapCenter サーバ）で管理

◦ ストレージプロトコルとして NFS を使用します

• * SS3.*

◦ SAP HANA シングルホスト MDC のシングルテナントシステム

◦ HANA プラグインが HANA データベースホストにインストールされている状態で自動検出されます

◦ ストレージプロトコルとして Fibre Channel SAN を使用します

以降のセクションでは、設定、バックアップ、リストア、リカバリの各ワークフローについて説明します。概
要 では、ローカル Snapshot バックアップに加え、 SnapVault を使用したバックアップストレージへのレプ
リケーションも実行できます。Storage Virtual Machine （ SVM ）は、プライマリストレージは「 HANA プラ
イマリ」、オフサイトバックアップストレージは「 HANA プライマリ」です。

SnapCenter サーバは、 HANA システム MS1 および SS2 の中央 HANA プラグインホストとして使用されま
す。

次の図は、ラボのセットアップを示しています。
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"次の例は、 SnapCenter の設定です。"

SnapCenter 構成

"Previous ：このレポートで使用するラボのセットアップ。"

SnapCenter の設定は、次の 2 つの主要な領域に分けることができます。

• * 初期構成。 * 個々の SAP HANA データベースに依存しない一般的な構成を取り上げます。リソース固有
の設定を実行する際に選択される、ストレージシステム、中央 HANA プラグインホスト、ポリシーなどの
構成。

• * リソース固有の構成。 * SAP HANA システム固有の構成を対象としており、各 SAP HANA データベー
スに対して実行する必要があります。

次の図に、構成コンポーネントとその依存関係の概要を示します。緑のボックスは、 SnapCenter の外部で実
行する必要がある設定手順を示しています。青いボックスは、 SnapCenter GUI を使用して実行する手順を示
しています。

初期設定では、次のコンポーネントがインストールおよび設定されます。

• * ストレージシステム。 * SAP HANA システムで使用されるすべての SVM のクレデンシャル設定。通常
は、プライマリストレージ、オフサイトバックアップストレージ、ディザスタリカバリストレージを構成
します。

ストレージクラスタのクレデンシャルは、個々の SVM のクレデンシャルの代わりにを設定す
ることもできます。

• * 資格情報。 * SAP HANA プラグインをホストに導入するために使用する資格情報の設定。

• * ホスト（中央 HANA プラグインホスト用）。 * SAP HANA プラグインの導入。SAP HANA hdbclient ソ
フトウェアのホストへのインストールSAP hdbclient ソフトウェアは手動でインストールする必要があり
ます
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• * ポリシー。 * バックアップタイプ、保持、およびレプリケーションの構成。通常、ローカル Snapshot

コピー用、 SnapVault レプリケーション用、およびファイルベースのバックアップ用に、少なくとも 1 つ
のポリシーが必要です。

リソース固有の設定は、 SAP HANA データベースごとに実行する必要があります。これには、次の設定が含
まれます。

• SAP HANA の非データボリュームのリソース構成：

◦ ストレージシステムおよびボリューム

• SAP hdbuserstore キーの設定：

◦ 特定の SAP HANA データベースの SAP hdbuserstore キー設定は、 HANA プラグインの導入場所に応
じて、中央のプラグインホストまたは HANA データベースホストのいずれかで実行する必要がありま
す。

• 自動検出された SAP HANA データベースのリソース：

◦ データベースホストへの SAP HANA プラグインの導入

◦ hdbuserstore キーを入力します

• SAP HANA データベースの手動リソース構成：

◦ SAP HANA データベースの SID 、プラグインホスト、 hdbuserstore キー、ストレージシステム、ボ
リューム

• リソース保護の構成：

◦ 必要なポリシーを選択できます

◦ 各ポリシーのスケジュールの定義

• ONTAP データ保護構成：

◦ バックアップをオフサイトのバックアップストレージにレプリケートする場合にのみ必要です。

◦ 関係と保持の定義。

"次の手順： SnapCenter の初期設定"

SnapCenter の初期設定

"前のバージョン： SnapCenter の設定。"

初期設定には、次の手順が含まれます。

1. ストレージシステムの構成：

2. プラグインのインストールに使用するクレデンシャルの設定

3. 中央の HANA プラグインホストの場合：

a. ホスト構成と SAP HANA プラグインの導入

b. SAP HANA hdbsql クライアントソフトウェアのインストールと設定

4. ポリシー設定

以降のセクションでは、初期設定手順について説明します。
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ストレージシステムの構成：

1. SnapCenter サーバ GUI にログインします。

2. [ ストレージシステム ] を選択します。

画面では、 ONTAP SVM または ONTAP クラスタなどのストレージシステムタイプを選択
できます。ストレージシステムを SVM レベルで構成する場合は、各 SVM に対して管理
LIF を設定する必要があります。代わりに、クラスタレベルで SnapCenter 管理アクセスを
使用することもできます。SVM 管理を使用する例を次に示します。

3. New をクリックしてストレージシステムを追加し、必要なホスト名とクレデンシャルを入力します。
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スクリーンショットに示されているように、 SVM ユーザを vsadmin ユーザにする必要は
ありません。通常、ユーザは SVM 上で設定し、バックアップとリストアの処理を実行する
ために必要な権限を割り当てます。必要な権限の詳細については、を参照してください
"SnapCenter インストールガイド" 「 Minimum ONTAP Privileges Required 」の項を参照し
てください。

4. [ その他のオプション ] をクリックして、ストレージプラットフォームを構成します。

ストレージプラットフォームは、 FAS 、 AFF 、 ONTAP Select 、 Cloud Volumes ONTAP のいずれかで
す。

SnapVault ターゲットまたは SnapMirror ターゲットとして使用されているシステムの場合
は、セカンダリアイコンを選択します。

5. 必要に応じてストレージシステムを追加この例では、追加のオフサイトバックアップストレージとディザ
スタリカバリ用ストレージが追加されています。
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クレデンシャルの設定

1. [ 設定 ] に移動し、 [ 資格情報 ] を選択して、 [ 新規 ] をクリックします

2. Linux システムへのプラグインのインストールに使用するユーザのクレデンシャルを入力します。

3. Windows システムへのプラグインのインストールに使用するユーザのクレデンシャルを入力します。
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次の図に、設定されたクレデンシャルを示します。

中央のプラグインホストへの SAP HANA プラグインのインストール

ラボのセットアップでは、 SnapCenter サーバは中央の HANA プラグインホストとしても使用されま
す。SnapCenter サーバを実行する Windows ホストがホストとして追加され、 SAP HANA プラグインが
Windows ホストにインストールされます。

SAP HANA プラグインには、 Java 64 ビットバージョン 1.8 が必要です。SAP HANA プラグ
インを導入する前に、ホストに Java をインストールする必要があります。

1. Hosts に移動し、 Add をクリックします。
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2. 必要なホスト情報を指定します。Submit をクリックします。

次の図は、 HANA プラグインの導入後に構成されたすべてのホストを示しています。

SAP HANA hdbsql クライアントソフトウェアのインストールと設定

SAP HANA hdbsql クライアントソフトウェアは、 SAP HANA プラグインがインストールされているホスト
と同じホストにインストールする必要があります。ソフトウェアはからダウンロードできます "SAP サポート
ポータル"。

リソース設定中に設定された HDBSQL OS ユーザは、 hdbsql 実行可能ファイルを実行できる必要がありま
す。hdbsql 実行ファイルへのパスは 'hana.properties` ファイルで設定する必要があります

• Windows の場合
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C:\More C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-in

Creator\etc\hana.properties

HANA_HDBSQL_CMD=C:\\Program Files\\sap\\hdbclient\\hdbsql.exe

• Linux ：

cat /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/hana.properties

HANA_HDBSQL_CMD=/usr/sap/hdbclient/hdbsql

ポリシー設定

の項で説明したように "「データ保護戦略」" ポリシーは通常、リソースとは別に設定され、複数の SAP

HANA データベースで使用できます。

一般的な最小構成は、次のポリシーで構成されます。

• レプリケーションを行わずに 1 時間ごとのバックアップを行うためのポリシー： LocalSnap

• SnapVault レプリケーションを使用した日次バックアップのポリシー：「 LocalSnapAndSnapVault'

• ファイル・ベースのバックアップを使用した週次ブロック整合性チェックのポリシー：
BlockIntegrityCheck

以降のセクションでは、これら 3 つのポリシーの設定について説明します。

1 時間ごとの Snapshot バックアップのポリシー

1. [ 設定 ] 、 [ ポリシー ] の順に移動し、 [ 新規 ] をクリックします

2. ポリシー名と概要を入力します。次へをクリックします。
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3. バックアップタイプとして「 Snapshot Based 」を選択し、スケジュール頻度を選択するには「 Hourly 」
を選択します。

4. オンデマンドバックアップの保持を設定します。

5. スケジュールされたバックアップの保持を設定します。
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6. レプリケーションオプションを設定します。この場合、 SnapVault または SnapMirror の更新は選択され
ていません。

7. [ 概要 ] ページで、 [ 完了 ] をクリックします。

SnapVault レプリケーションを行う日次 Snapshot バックアップのポリシー

1. [ 設定 ] 、 [ ポリシー ] の順に移動し、 [ 新規 ] をクリックします

2. ポリシー名と概要を入力します。次へをクリックします。
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3. バックアップタイプを Snapshot ベースに、スケジュール頻度を「毎日」に設定します。

4. オンデマンドバックアップの保持を設定します。

5. スケジュールされたバックアップの保持を設定します。
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6. ローカル Snapshot コピーの作成後に SnapVault を更新するを選択します。

セカンダリポリシーのラベルは、ストレージレイヤのデータ保護設定の SnapMirror ラベル
と同じにする必要があります。を参照してください "「オフサイトのバックアップストレー
ジへのデータ保護の構成」"

7. [ 概要 ] ページで、 [ 完了 ] をクリックします。

196



週次ブロック整合性チェックのポリシー

1. [ 設定 ] 、 [ ポリシー ] の順に移動し、 [ 新規 ] をクリックします

2. ポリシー名と概要を入力します。次へをクリックします。

3. バックアップタイプを「ファイルベース」に、スケジュール頻度を「毎週」に設定します。
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4. オンデマンドバックアップの保持を設定します。

5. スケジュールされたバックアップの保持を設定します。

6. [ 概要 ] ページで、 [ 完了 ] をクリックします。
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次の図に、設定されているポリシーの概要を示します。

"次の例： SAP HANA データベースのバックアップ用に、 SnapCenter のリソース固有の構成を示します。"

SAP HANA データベースのバックアップ用の SnapCenter リソース固有の構成

"前のバージョン： SnapCenter の初期設定。"
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ここでは、 2 つの設定例の設定手順について説明します。

• * SS2.*

◦ ストレージアクセスに NFS を使用するシングルホスト SAP HANA MDC のシングルテナントシステ
ム

◦ リソースは SnapCenter で手動で設定されます。

◦ リソースは、週単位のファイルベースのバックアップを使用して、 SAP HANA データベースのローカ
ル Snapshot バックアップを作成し、ブロック整合性チェックを実行するように設定されています。

• * SS1.*

◦ ストレージアクセスに NFS を使用するシングルホスト SAP HANA MDC のシングルテナントシステ
ム

◦ リソースは SnapCenter で自動検出されます。

◦ リソースは、ローカル Snapshot バックアップを作成し、 SnapVault を使用してオフサイトのバック
アップストレージにレプリケートし、週 1 回のファイルベースのバックアップを使用して SAP HANA

データベースのブロック整合性チェックを実行するように設定されます。

SAN 接続、シングルコンテナ、またはマルチホストシステムの違いは、対応する設定またはワークフローの
手順に反映されます。

SAP HANA のバックアップユーザと hdbuserstore の設定を指定します

SnapCenter でバックアップ処理を実行するには、 HANA データベースに専用のデータベースユーザを設定す
ることを推奨します。2 番目の手順では、このバックアップユーザ用に SAP HANA ユーザストアキーが設定
され、このユーザストアキーは SnapCenter SAP HANA プラグインの構成で使用されます。

次の図は、バックアップユーザの作成に使用できる SAP HANA Studio を示しています。

必要な権限は、 HANA 2.0 SPS5 リリースで変更されています。 backup admin 、 catalog read

、 database backup admin 、および database recovery operator以前のリリースの場合は、バ
ックアップ管理者とカタログの読み取りで十分です。

SAP HANA MDC システムの場合は、システムデータベース内にユーザを作成する必要があり
ます。これは、システムデータベースを使用してシステムとテナントデータベースのバックア
ップコマンドがすべて実行されるためです。
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SAP HANA プラグインと SAP hdbsql クライアントがインストールされている HANA プラグインホストで、
userstore キーを設定する必要があります。

中央の HANA プラグインホストとして使用される SnapCenter サーバでのユーザストア設定

SAP HANA プラグインと SAP hdbsql クライアントが Windows にインストールされている場合、ローカルシ
ステムユーザーは hdbsql コマンドを実行し、デフォルトでリソース設定に設定されます。システムユーザは
ログオンユーザではないため、ユーザストア設定は別のユーザと「 -u <User>` 」オプションを使用して行う
必要があります。

hdbuserstore.exe -u SYSTEM set <key> <host>:<port> <database user>

<password>

まず、 SAP HANA hdbclient ソフトウェアを Windows ホストにインストールする必要がありま
す。

Central HANA プラグインホストとして使用される別の Linux ホストでのユーザストア設定

SAP HANA プラグインと SAP hdbsql クライアントが別の Linux ホストにインストールされている場合は、リ
ソース設定で定義されているユーザのストア設定に次のコマンドが使用されます。

hdbuserstore set <key> <host>:<port> <database user> <password>
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まず、 SAP HANA hdbclient ソフトウェアを Linux ホストにインストールする必要がありま
す。

HANA データベースホスト上のユーザストア設定

SAP HANA プラグインが HANA データベースホストに導入されている場合、ユーザストア設定には次のコマ
ンドが使用されます。ユーザ名は「 sid>adm 」です。

hdbuserstore set <key> <host>:<port> <database user> <password>

SnapCenter は、「 <sid>adm 」ユーザを使用して HANA データベースと通信します。したが
って、ユーザストアキーは、データベースホスト上の <%sid>adm` ユーザを使用して設定する
必要があります。

通常、 SAP HANA hdbsql クライアントソフトウェアは、データベースサーバのインストール
と一緒にインストールされます。そうでない場合は、先に hdbclient をインストールする必要が
あります。

ユーザストアの構成は、 HANA システムのアーキテクチャに応じて異なります

SAP HANA MDC のシングルテナント構成では、ポート「 3 」はシステムデータベースへの SQL アクセス用
の標準ポートであり、 hdbuserstore 構成で使用する必要があります。

SAP HANA シングルコンテナ設定の場合、ポート「 3<instanceNo>15 」はインデックスサーバへの SQL ア
クセス用の標準ポートであり、 hdbuserstore 設定で使用する必要があります。

SAP HANA マルチホストを設定する場合は、すべてのホストのユーザストアキーを設定する必要がありま
す。SnapCenter は指定された各キーを使用してデータベースへの接続を試みます。そのため、異なるホスト
への SAP HANA サービスのフェイルオーバーとは独立して動作します。

Userstore の構成例

このラボ環境では、 SAP HANA プラグインが混在した環境を使用します。HANA プラグインは、一部の
HANA システムの SnapCenter サーバにインストールされ、他のシステムの個々の HANA データベースサー
バに導入されます。

• SAP HANA システム SS1 、 MDC のシングルテナント、インスタンス 00 *

HANA プラグインがデータベースホストに導入されている。したがって ' キーは 'ss1adm というユーザを持つ
データベース・ホストで構成する必要があります
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hana-1:/ # su - ss1adm

ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/HDB00>

ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/HDB00>

ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/HDB00> hdbuserstore set SS1KEY hana-1:30013

SnapCenter password

ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/HDB00> hdbuserstore list

DATA FILE       : /usr/sap/SS1/home/.hdb/hana-1/SSFS_HDB.DAT

KEY FILE        : /usr/sap/SS1/home/.hdb/hana-1/SSFS_HDB.KEY

KEY SS1KEY

  ENV : hana-1:30013

  USER: SnapCenter

KEY SS1SAPDBCTRLSS1

  ENV : hana-1:30015

  USER: SAPDBCTRL

ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/HDB00>

• SAP HANA システム MS1 、マルチホスト MDC のシングルテナント、インスタンス 00 *

HANA マルチホストシステムの場合、 SnapCenter サーバを使用したセットアップでは、中央のプラグインホ
ストが必要です。そのため、ユーザストア設定は SnapCenter サーバ上で行う必要があります。

hdbuserstore.exe -u SYSTEM set MS1KEYHOST1 hana-4:30013 SNAPCENTER

password

hdbuserstore.exe -u SYSTEM set MS1KEYHOST2 hana-5:30013 SNAPCENTER

password

hdbuserstore.exe -u SYSTEM set MS1KEYHOST3 hana-6:30013 SNAPCENTER

password

C:\Program Files\sap\hdbclient>hdbuserstore.exe -u SYSTEM list

DATA FILE       : C:\ProgramData\.hdb\SNAPCENTER-43\S-1-5-18\SSFS_HDB.DAT

KEY FILE        : C:\ProgramData\.hdb\SNAPCENTER-43\S-1-5-18\SSFS_HDB.KEY

KEY MS1KEYHOST1

  ENV : hana-4:30013

  USER: SNAPCENTER

KEY MS1KEYHOST2

  ENV : hana-5:30013

  USER: SNAPCENTER

KEY MS1KEYHOST3

  ENV : hana-6:30013

  USER: SNAPCENTER

KEY SS2KEY

  ENV : hana-3:30013

  USER: SNAPCENTER

C:\Program Files\sap\hdbclient>
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オフサイトのバックアップストレージにデータ保護を設定する

SnapCenter でレプリケーションの更新を管理するには、データ保護関係および最初のデータ転送の設定を実
行する必要があります。

次の図は、 SAP HANA システム SS1 用に設定された保護関係を示しています。この例では、 SVM 「 HANA

プライマリ」のソースボリューム「 SS1_data_mnt00001 」が SVM 「 HANA - バックアップ」とターゲット
ボリューム「 SS1_data_mnt00001_dest 」にレプリケートされます。

SnapCenter によって SnapVault の更新がトリガーされるため、関係のスケジュールは None

に設定する必要があります。

次の図に、保護ポリシーを示します。保護関係に使用される保護ポリシーでは、セカンダリストレージでのバ
ックアップの保持に加え、 SnapMirror ラベルも定義されます。この例では ' 使用されているラベルは毎日 ' 保
存期間は 5 に設定されています

作成するポリシーの SnapMirror ラベルは、 SnapCenter ポリシーの設定で定義されたラベルと
一致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SnapVault レプリケーシ
ョンを行う日次 Snapshot バックアップのポリシー」

オフサイトのバックアップストレージでのバックアップの保持は、ポリシーに定義され、
ONTAP によって制御されます。
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HANA のリソースを手動で構成

このセクションでは、 SAP HANA リソース SS2 と MS1 を手動で設定する方法について説明します。

• SS2 は、シングルホスト MDC のシングルテナントシステムです

• MS1 は、マルチホスト MDC のシングルテナントシステムです。

a. リソースタブで、 SAP HANA を選択し、 SAP HANA データベースの追加をクリックします。

b. SAP HANA データベースを設定するための情報を入力し、 Next （次へ）をクリックします。

この例では、マルチテナントデータベースコンテナのリソースタイプを選択します。

HANA シングルコンテナシステムの場合は、リソースタイプとしてシングルコンテナを
選択する必要があります。他の設定手順はすべて同じです。

SAP HANA システムの場合、 SID は SS2 です。

この例の HANA プラグインホストは、 SnapCenter サーバです。

hdbuserstore キーは、 HANA データベース SS2 用に設定されたキーと一致している必要がありま
す。この例では、 SS2KEY です。
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SAP HANA マルチホストシステムの場合、次の図に示すように、すべてのホストの
hdbuserstore キーを含める必要があります。SnapCenter は、リストの最初のキーとの
接続を試行し、最初のキーが機能しない場合には、他のケースとの接続を続行します。
これは、ワーカーホストとスタンバイホストを使用するマルチホストシステムで HANA

フェイルオーバーをサポートするために必要です。

c. ストレージシステム（ SVM ）とボリューム名に必要なデータを選択します。
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ファイバチャネル SAN 構成の場合は、 LUN も選択する必要があります。

SAP HANA マルチホストシステムの場合は、次の図に示すように、 SAP HANA システ
ムのすべてのデータボリュームを選択する必要があります。

リソース構成の概要画面が表示されます。

a. Finish をクリックして、 SAP HANA データベースを追加します。

b. リソース構成が完了したら、「」の説明に従って、リソース保護の構成を実行します[リソース保護の
設定]」

HANA データベースの自動検出

このセクションでは、 SAP HANA リソース SS1 （ NFS を使用するシングルホスト MDC シングルテナント
システム）の自動検出について説明します。ここで説明する手順はすべて、 HANA シングルコンテナ、
HANA MDC マルチテナントシステム、およびファイバチャネル SAN を使用する HANA システムで同じで
す。
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SAP HANA プラグインには、 Java 64 ビットバージョン 1.8 が必要です。SAP HANA プラグ
インを導入する前に、ホストに Java をインストールする必要があります。

1. ホストタブで、追加をクリックします。

2. ホスト情報を入力し、インストールする SAP HANA プラグインを選択します。Submit をクリックしま
す。

3. フィンガープリントを確認します。

HANA プラグインと Linux プラグインのインストールが自動的に開始されます。インストールが完了する
と、ホストの status 列に running と表示されます。画面には、 Linux プラグインが HANA プラグインと
一緒にインストールされていることも表示されます。

プラグインのインストール後、 HANA リソースの自動検出プロセスが自動的に開始されます。[ リソース
] 画面で、新しいリソースが作成されます。このリソースは、赤い南京錠のアイコンでロックされている
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ことが示されます。

4. を選択し、をクリックして設定を続行します。

[ リソースの更新 ] をクリックして、 [ リソース ] 画面で自動検出プロセスを手動で開始す
ることもできます。

5. HANA データベースのユーザストアキーを指定します。

第 2 レベルの自動検出プロセスでは、テナントのデータとストレージのフットプリントの情報が検出され
ます。

6. Details をクリックして、リソーストポロジビューで HANA リソース構成情報を確認します。
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リソース構成が終了したら ' 次のセクションの説明に従ってリソース保護構成を実行する必要があります

リソース保護の設定

ここでは、リソース保護の設定について説明します。リソースが自動検出されたか手動で設定されたかに関係
なく、リソース保護の設定は同じです。また、すべての HANA アーキテクチャ、単一または複数のホスト、
単一コンテナ、 MDC システムでも同じです。

1. [ リソース ] タブで、リソースをダブルクリックします。
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2. Snapshot コピーにカスタムの名前形式を設定します。

カスタムの Snapshot コピー名を使用して、どのバックアップがどのポリシーおよびスケジ
ュールタイプで作成されたかを簡単に識別することを推奨します。Snapshot コピー名にス
ケジュールタイプを追加することで、スケジュールバックアップとオンデマンドバックア
ップを区別できます。オンデマンドバックアップの「スケジュール名」文字列は空です
が、スケジュールバックアップには「毎時」、「毎日」、または「毎週」という文字列が
含まれます。

次の図に示す構成では、バックアップ名と Snapshot コピー名の形式は次のとおりです。

◦ 1 時間ごとのバックアップをスケジュール：「 SnapCenter LocalSnap_Hourly<time_stamp>` 」

◦ 日次バックアップのスケジュール：「 SnapCenter LocalSnapAndSnapVault_daily<time_stamp>`

◦ 時間単位のバックアップをオンデマンドで実行：「 SnapCenter LocalSnap<time_stamp>`

◦ 毎日のオンデマンドバックアップ：「 SnapCenter LocalSnapAndSnapVault<time_stamp>`

ポリシー設定でオンデマンドバックアップに対して保持が定義されていても、不要なフ
ァイルの削除は別のオンデマンドバックアップが実行されたときにのみ実行されます。
そのため、通常、 SnapCenter でオンデマンドバックアップを手動で削除して、これら
のバックアップが SAP HANA バックアップカタログからも削除され、ログバックアッ
プの不要な削除が古いオンデマンドバックアップに基づいて行われないようにする必要
があります。

3. [ アプリケーションの設定 ] ページで、特定の設定を行う必要はありません。次へをクリックします。
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4. リソースに追加するポリシーを選択してください。

5. LocalSnap ポリシーのスケジュールを定義します（この例では 4 時間ごと）。
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6. LocalSnapAndSnapVault ポリシーのスケジュールを定義します（この例では 1 日に 1 回）。
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7. ブロック整合性チェックポリシーのスケジュールを定義します（この例では週に 1 回）。
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8. E メール通知に関する情報を指定します。
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9. [ 概要 ] ページで、 [ 完了 ] をクリックします。

10. トポロジページでオンデマンドバックアップを作成できるようになりました。スケジュールされたバック
アップは、設定に基づいて実行されます。
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Fibre Channel SAN 環境向けのその他の設定手順

HANA リリースと HANA プラグインの導入方法に応じて、 SAP HANA システムがファイバチャネルと XFS

ファイルシステムを使用している環境では追加の設定手順が必要です。

これらの追加の設定手順は、 SnapCenter で手動で設定した HANA リソースにのみ必要です。
また、 HANA 1.0 リリースおよび HANA 2.0 リリース（ SPS2 まで）でのみ必要です。

SAP HANA の SnapCenter によって HANA のバックアップ保存ポイントがトリガーされると、 SAP HANA

は、最後の手順として、テナントとデータベースサービスごとに Snapshot ID ファイルを書き込みます（例
：「 /hana/data/side/mnt00001/hdb00001/snapshot_databackup_0_1 」）。これらのファイルはストレージ
上のデータボリュームの一部であるため、ストレージ Snapshot コピーの一部です。このファイルは、バック
アップがリストアされる場合にリカバリを実行する際に必須です。Linux ホスト上の XFS ファイルシステム
を使用してメタデータをキャッシングするため、ストレージレイヤでファイルがすぐに認識されることはあり
ません。メタデータキャッシングの標準 XFS 設定は 30 秒です。

HANA 2.0 SPS3 では、メタデータのキャッシングが問題にならないように、 SAP はこれらの
Snapshot ID ファイルの書き込み処理を同期に変更しました。

SnapCenter 4.3 では、 HANA プラグインがデータベースホストに導入されている場合、ストレ
ージの Snapshot がトリガーされる前に Linux プラグインによってホスト上でファイルシステ
ムフラッシュ処理が実行されます。この場合、メタデータのキャッシングは問題になりませ
ん。

SnapCenter では 'XFS メタデータ・キャッシュがディスク・レイヤーにフラッシュされるまで待機する
'postquiesce コマンドを設定する必要があります

メタデータのキャッシングの実際の設定を確認するには、次のコマンドを使用します。
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stlrx300s8-2:/ # sysctl -A | grep xfssyncd_centisecs

fs.xfs.xfssyncd_centisecs = 3000

「 fs.xfs.xfssyncd_centiseconds 」パラメータの 2 倍の待ち時間を使用することを推奨します。デフォルト値
は 30 秒であるため、 sleep コマンドは 60 秒に設定します。

SnapCenter サーバが中央の HANA プラグインホストとして使用されている場合は、バッチファイルを使用で
きます。バッチファイルには、次の内容が含まれている必要があります。

@echo off

waitfor AnyThing /t 60 2>NUL

Exit /b 0

バッチファイルは、「 C ： \Program Files\NetApp\Wait60Sec.bat 」のように保存できます。リソース保護構
成では、バッチファイルを [ 休止後に追加 ] コマンドとして追加する必要があります。

別の Linux ホストを中央の HANA プラグイン・ホストとして使用する場合は、 SnapCenter UI で POST

Quiesce コマンドとしてコマンドの /bin/sleep 60 を設定する必要があります。

次の図に、リソース保護設定画面での休止後のコマンドを示します。

"Next ：データボリューム以外のバックアップ用の SnapCenter リソース固有の設定。"

データボリューム以外のバックアップ用の SnapCenter リソース固有の設定

"Previous ： SAP HANA データベースのバックアップ用の SnapCenter リソース固有の構成。"
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非データボリュームのバックアップは、 SAP HANA プラグインに統合された機能です。データベースイン
ストールリソースと必要なログが残っていれば、データベースデータボリュームを保護して特定の時点に
SAP HANA データベースをリストアおよびリカバリするだけで十分です。

他のデータファイルのリストアが必要な状況からリカバリするには、 SAP HANA データベースのバックアッ
プを補うために、データボリューム以外のボリュームに対する追加のバックアップ戦略を開発することを推奨
します。固有の要件に応じて、非データボリュームのバックアップはスケジュールの頻度と保持の設定が異な
る場合があります。また、非データファイルを変更する頻度も考慮する必要があります。たとえば、 HANA

ボリューム「 /hana/shared 」には、実行可能ファイルと SAP HANA トレースファイルが格納されています。
実行ファイルが変更されるのは SAP HANA データベースがアップグレードされた場合だけですが、 SAP

HANA の問題を分析するためには、 SAP HANA のトレースファイルのバックアップ頻度を高くする必要があ
ります。

SnapCenter の非データボリュームバックアップを使用すると、関連するすべてのボリュームの Snapshot コ
ピーを数秒で作成でき、 SAP HANA データベースのバックアップと同じスペース効率化を実現できます。両
者の違いは、 SAP HANA データベースとの SQL 通信は不要なことです。

データボリューム以外のリソースの構成

この例では、 SAP HANA データベース SS1 の非データボリュームを保護します。

1. [ リソース ] タブで、 [ データボリュームではない ] を選択し、 [ SAP HANA データベースの追加 ] をクリ
ックします。

2. SAP HANA データベースの追加ダイアログのステップ 1 で、リソースタイプリストから非データボリュ
ームを選択します。リソースの名前、およびリソースに使用する関連 SID と SAP HANA プラグインホス
トを指定し、 [ 次へ ] をクリックします。
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3. SVM とストレージボリュームをストレージ容量として追加し、次へをクリックします。
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4. 概要ステップで、完了をクリックして設定を保存します。

5. 必要なすべてのデータボリューム以外のボリュームについて、同じ手順を繰り返します。

6. 新しいリソースの保護設定に進みます。

非データボリュームリソースのデータ保護は、 SAP HANA データベースリソースのワーク
フローと同じで、個々のリソースレベルで定義できます。

次の図に、設定されているデータボリューム以外のリソースのリストを示します。
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リソースグループ

リソースグループを使用すると、同じ保護ポリシーとスケジュールを必要とする複数のリソースの保護を定義
できます。リソースグループの一部である単一のリソースは、個別のレベルで保護することができます。

リソースグループには次の機能があります。

• リソースグループには 1 つ以上のリソースを追加できます。すべてのリソースが同じ SnapCenter プラグ
インに属している必要があります。

• 保護はリソースグループレベルで定義できます。リソースグループ内のすべてのリソースは、保護されて
いる場合は同じポリシーとスケジュールを使用します。

• SnapCenter リポジトリ内のすべてのバックアップとストレージ Snapshot コピーには、リソース保護に
定義されているものと同じ名前が付けられます。

• リストア処理は、リソースグループの一部としてではなく、単一のリソースレベルに適用されます。

• SnapCenter を使用して、リソースグループレベルで作成されたリソースのバックアップを削除する場
合、このバックアップはリソースグループ内のすべてのリソースについて削除されます。バックアップを
削除する場合は、 SnapCenter リポジトリからバックアップを削除するか、ストレージ Snapshot コピー
を削除します。

• リソースグループの主なユースケースは、 SnapCenter で作成したバックアップを使用して、 SAP

Landscape Management でシステムをクローニングする場合です。これについては、次のセクションで説
明します。

SnapCenter と SAP ランドスケープ管理の併用

SAP Landscape Management （ SAP LaMa ）を使用すると、オンプレミスのデータセンターやクラウドで実
行されているシステムでも、複雑な SAP システム環境を管理できます。SAP LaMa は、ネットアップの
Storage Services Connector （ SSC ）と連携して、 SAP システムのクローニングやレプリケーション、
Snapshot や FlexClone テクノロジを使用したコピー、更新などのストレージ運用を実行できます。そのた
め、ストレージクローニングテクノロジに基づいて SAP システムのコピーを完全に自動化し、必要な SAP

のポストプロセスも含めて実行できます。ネットアップの SAP LaMa 対応ソリューションの詳細について
は、を参照してください "TR-4018 ：『 Integrating NetApp ONTAP Systems with SAP Landscape

Management 』"。

NetApp SSC と SAP LaMa は、 NetApp SSC を使用してオンデマンドで Snapshot コピーを直接作成できま
すが、 SnapCenter を使用して作成した Snapshot コピーを利用することもできます。SnapCenter バックア
ップをシステムのクローニング処理やコピー処理のベースとして SAP LaMa を使って実行するには、次の前
提条件を満たしている必要があります。

• SAP LaMa では、すべてのボリュームをバックアップに含める必要があります。これには、 SAP HANA

のデータ、ログ、共有ボリュームが含まれます。

• ストレージの Snapshot 名はすべて同じにする必要があります。

• ストレージスナップショット名は VCM で始める必要がある。

通常のバックアップ処理では、ログボリュームを含めることは推奨されません。バックアップ
からログボリュームをリストアすると、最後のアクティブな REDO ログが上書きされ、データ
ベースを最後の最新状態にリカバリできなくなります。

SnapCenter リソースグループは、上記のすべての要件を満たしています。SnapCenter では、 3 つのリソー
スが構成されます。各リソースはデータボリューム用、ログボリューム用、および共有ボリューム用の 1 つ
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です。リソースはリソースグループに追加され、保護はリソースグループレベルで定義されます。リソースグ
ループ保護では、最初に VCM を使用してカスタムスナップショット名を定義する必要がある。

"Next ：データベースバックアップ。"

データベースのバックアップ

"Previous ：データボリューム以外のバックアップの SnapCenter リソース固有の設定。"

SnapCenter では、一般に、各 HANA データベースのリソース保護構成で定義されたスケジュールを使用して
データベースのバックアップが実行されます。

オンデマンドデータベースバックアップを実行するには、 SnapCenter GUI 、 PowerShell コマンドライン、
または REST API を使用します。

SAP HANA Studio での SnapCenter バックアップの識別

SnapCenter のリソーストポロジには、 SnapCenter を使用して作成されたバックアップのリストが表示され
ます。次の図に、プライマリストレージ上のバックアップと、最新のバックアップを示します。

SAP HANA MDC システムのストレージ Snapshot コピーを使用したバックアップを実行する場合は、データ
ボリュームの Snapshot コピーが作成されます。このデータボリュームには、システムデータベースのデータ
およびすべてのテナントデータベースのデータが含まれます。この物理アーキテクチャを反映するため、
SnapCenter によって Snapshot バックアップがトリガーされるたびに、 SAP HANA はシステムデータベース
とすべてのテナントデータベースの統合バックアップを内部的に実行します。その結果、 SAP HANA のバッ
クアップカタログに、システムデータベース用とテナントデータベース用に 1 つずつ、合計複数のバックア
ップエントリが作成されます。
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SAP HANA シングルコンテナシステムの場合、データベースボリュームにはデータベースが 1

つだけ格納され、 SAP HANA のバックアップカタログにはエントリが 1 つしかありません。

SAP HANA のバックアップ・カタログでは、 SnapCenter のバックアップ名は「 Comment 」フィールド
と「 External Backup ID （ EBID ）」フィールドとして保存されます。システムデータベースの次のスクリー
ンショットと、テナントデータベース SS1 のスクリーンショットに表示されています。どちらの図も、コメ
ントフィールドに格納されている SnapCenter バックアップ名と EBID を示しています。

Snapshot ベースのバックアップについては、 HANA 2.0 SPS4 （リビジョン 40 および 41 ）
リリースでは常にバックアップサイズがゼロになっています。これは、リビジョン 42 で修正
されました。詳細については、『 SAP ノート』を参照してください
"https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2795010"。
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SnapCenter で認識されるのは、それ自体のバックアップだけです。SAP HANA Studio などで
作成された追加のバックアップは、 SAP HANA のカタログには表示されますが、 SnapCenter

には表示されません。

ストレージシステム上での SnapCenter バックアップの特定

ストレージレイヤのバックアップを表示するには、 NetApp OnCommand System Manager を使用して、
SVM のボリュームビューでデータベースボリュームを選択します。下部の Snapshot コピータブには、ボリ
ュームの Snapshot コピーが表示されます。次のスクリーンショットは ' プライマリ・ストレージで使用可能
なデータベース・ボリューム SS1_data_mnt00001 のバックアップを示しています強調表示されているバック
アップは、前のイメージの SnapCenter と SAP HANA Studio に表示されているバックアップで、同じ命名規
則が使用されています。
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次のスクリーンショットは、セカンダリ・ストレージ・システムにあるレプリケーション・ターゲット・ボリ
ューム「 hana_sa1_data_mnt00001_dest 」で使用可能なバックアップを示しています。

プライマリストレージでのオンデマンドのデータベースバックアップ

1. リソースビューでリソースを選択し、その行をダブルクリックしてトポロジビューに切り替えます。

リソーストポロジビューには、 SnapCenter を使用して作成された、使用可能なすべてのバックアップの
概要が表示されます。上部の領域には、プライマリストレージ上のバックアップ（ローカルコピー）と、
オフサイトのバックアップストレージ（バックアップコピー）にあるバックアップ（バックアップコピー
）が表示されます。
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2. 一番上の行で、 Back Up Now （今すぐバックアップ）アイコンを選択して、オンデマンドバックアップ
を開始します。ドロップダウン・リストから ' バックアップ・ポリシー LocalSnap を選択し '[Backup] を
クリックして ' オンデマンド・バックアップを開始します
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バックアップジョブが開始されます。トポロジビューの下のアクティビティ領域に、前の 5 つのジョブ
のログが表示されます。バックアップが完了すると、トポロジビューに新しいエントリが表示されます。
バックアップ名は、セクションで定義した Snapshot 名と同じ命名規則に従っています "「リソース保護
の設定」"

トポロジビューを閉じてから再度開いて、更新されたバックアップリストを確認する必要
があります。

3. ジョブの詳細は、 [ アクティビティ ] 領域でジョブのアクティビティ行をクリックすると表示されます。
ログの表示をクリックすると、詳細なジョブログを開くことができます。
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4. SAP HANA Studio では、バックアップカタログに新しいバックアップが表示されます。バックアップカ
タログのコメントフィールドと EBID フィールドには、 SnapCenter と同じバックアップ名が使用されま
す。

SnapVault レプリケーションを使用したオンデマンドのデータベースバックアップ

1. リソースビューでリソースを選択し、その行をダブルクリックしてトポロジビューに切り替えます。

2. 一番上の行で [Backup Now] アイコンを選択して、オンデマンド・バックアップを開始します。ドロップ
ダウン・リストから ' バックアップ・ポリシー LocalSnapAndSnapVault' を選択し '[Backup] をクリックし
て ' オン・デマンド・バックアップを開始します
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3. ジョブの詳細は、 [ アクティビティ ] 領域でジョブのアクティビティ行をクリックすると表示されます。
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4. バックアップが完了すると、トポロジビューに新しいエントリが表示されます。バックアップ名は、セク
ションで定義した Snapshot 名と同じ命名規則に従っています "「リソース保護の設定」"

トポロジビューを閉じてから再度開いて、更新されたバックアップリストを確認する必要
があります。
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5. バックアップコピーを選択すると、セカンダリストレージのバックアップが表示されます。レプリケート
されたバックアップの名前は、プライマリストレージのバックアップ名と同じです。

6. SAP HANA Studio では、バックアップカタログに新しいバックアップが表示されます。バックアップカ
タログのコメントフィールドと EBID フィールドには、 SnapCenter と同じバックアップ名が使用されま
す。

"次の例は、ブロックの整合性チェックです。"

ブロック整合性チェック

"Previous ：データベースバックアップ。"
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SAP では、ブロックの整合性チェックを実行するために、ストレージベースの Snapshot バックアップと週
次ファイルベースのバックアップを組み合わせることを推奨しています。SnapCenter では、バックアップタ
イプとしてファイルベースのバックアップを選択するポリシーを使用して、ブロック整合性チェックを実行で
きます。

このポリシーを使用してバックアップをスケジュールすると、 SnapCenter によってシステムデータベースと
テナントデータベース用の標準の SAP HANA ファイルバックアップが作成されます。

SnapCenter では、 Snapshot コピーベースのバックアップと同じ方法でブロック整合性チェックが表示され
ません。代わりに、サマリーカードには、ファイルベースのバックアップの数と、以前のバックアップのステ
ータスが表示されます。

ブロック整合性チェックのバックアップは、 SnapCenter UI では削除できませんが、 PowerShell コマンドを
使用して削除することはできます。
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PS C:\Users\scadmin> Get-SmBackupReport -Resource SS1

SmBackupId                : 9

SmJobId                   : 42

StartDateTime             : 11/19/2019 8:26:32 AM

EndDateTime               : 11/19/2019 8:27:33 AM

Duration                  : 00:01:00.7652030

CreatedDateTime           : 11/19/2019 8:27:24 AM

Status                    : Completed

ProtectionGroupName       : hana-1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1

SmProtectionGroupId       : 1

PolicyName                : BlockIntegrityCheck

SmPolicyId                : 5

BackupName                : SnapCenter_BlockIntegrityCheck_11-19-

2019_08.26.33.2913

VerificationStatus        : NotApplicable

VerificationStatuses      :

SmJobError                :

BackupType                : SCC_BACKUP

CatalogingStatus          : NotApplicable

CatalogingStatuses        :

ReportDataCreatedDateTime :

PluginCode                : SCC

PluginName                : hana

JobTypeId                 : 0

JobHost                   :

 

PS C:\Users\scadmin> Remove-SmBackup -BackupIds 9

 

Remove-SmBackup

Are you sure want to remove the backup(s).

[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help

(default is "Y"): y

 

 

BackupResult : {}

Result       : SMCoreContracts.SMResult

TotalCount   : 0

DisplayCount : 0

Context      :

Job          : SMCoreContracts.SmJob

 

 

 

PS C:\Users\scadmin>
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SAP HANA のバックアップカタログには、システムデータベースとテナントデータベースの両方のエント
リが表示されます。次の図に、システムデータベースのバックアップカタログにおける SnapCenter ブロック
の整合性チェックを示します。

ブロック整合性チェックが成功すると、標準の SAP HANA データバックアップファイルが作成されま
す。SnapCenter は、ファイルベースのデータバックアップ処理に、 HANA データベースで設定されているバ
ックアップパスを使用します。
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hana-1:/usr/sap/SS1/HDB00/backup/data # ls -al *

DB_SS1:

total 1710840

drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys       4096 Nov 28 10:25 .

drwxr-xr-- 4 ss1adm sapsys       4096 Nov 19 05:11 ..

-rw-r----- 1 ss1adm sapsys     155648 Nov 23 08:46

SnapCenter_SnapCenter_BlockIntegrityCheck_Weekly_11-23-

2019_06.00.07.8397_databackup_0_1

-rw-r----- 1 ss1adm sapsys   83894272 Nov 23 08:46

SnapCenter_SnapCenter_BlockIntegrityCheck_Weekly_11-23-

2019_06.00.07.8397_databackup_2_1

-rw-r----- 1 ss1adm sapsys 1660952576 Nov 23 08:46

SnapCenter_SnapCenter_BlockIntegrityCheck_Weekly_11-23-

2019_06.00.07.8397_databackup_3_1

SYSTEMDB:

total 1546340

drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys       4096 Nov 28 10:24 .

drwxr-xr-- 4 ss1adm sapsys       4096 Nov 19 05:11 ..

-rw-r----- 1 ss1adm sapsys     159744 Nov 23 08:46

SnapCenter_SnapCenter_BlockIntegrityCheck_Weekly_11-23-

2019_06.00.07.8397_databackup_0_1

-rw-r----- 1 ss1adm sapsys 1577066496 Nov 23 08:46

SnapCenter_SnapCenter_BlockIntegrityCheck_Weekly_11-23-

2019_06.00.07.8397_databackup_1_1

"次の手順：リストアとリカバリ"

リストアとリカバリ

"前のバージョン：ブロックの整合性チェック。"

以降のセクションでは、 3 種類のシナリオと設定例について、リストアとリカバリのワークフローを説明し
ます。

• リストアとリカバリの自動化：

◦ 自動検出された HANA システム SS1

◦ NFS を使用した SAP HANA シングルホスト MDC のシングルテナントシステム

• シングルテナントのリストアとリカバリ：

◦ 自動検出された HANA システム SM1

◦ SAP HANA シングルホスト MDC の NFS を使用したマルチテナントシステム

• 手動リカバリによるリストア：

◦ 手動構成の HANA システム SS2

◦ SAP HANA シングルホスト MDC の NFS を使用したマルチテナントシステム
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以降のセクションでは、 SAP HANA シングルホストと複数のホストおよび Fibre Channel SAN Attached

HANA システムの違いを示します。

以下の例では、手動リカバリを実行するツールとして SAP HANA Studio を使用しています。SAP HANA

Cockpit または HANA の SQL ステートメントを使用することもできます。

リストアとリカバリの自動化

SnapCenter 4.3 では、 SnapCenter によって自動検出された HANA シングルコンテナシステムまたは MDC

シングルテナントシステムで自動リストア処理とリカバリ処理がサポートされています。

リストア処理とリカバリ処理の自動化は、次の手順で実行できます。

1. リストア処理に使用するバックアップを選択します。バックアップは、次のストレージ・オプションから
選択できます。

◦ プライマリストレージ

◦ オフサイトのバックアップストレージ（ SnapVault ターゲット）

2. リストアタイプを選択します。[Complete Restore with Volume Revert or Without Volume Revert] を選択
します。

ボリュームリバートオプションを使用できるのは、プライマリストレージからのリストア
処理と、 HANA データベースでストレージプロトコルとして NFS を使用している場合のみ
です。

3. 次のオプションからリカバリタイプを選択します。

◦ を最新の状態に変更します

◦ ポイントインタイム

◦ 特定のデータのバックアップ

◦ リカバリなし

選択したリカバリタイプは、システムとテナントデータベースのリカバリに使用されま
す。

次に、 SnapCenter は次の処理を実行します。

1. HANA データベースが停止します。

2. データベースがリストアされます。

選択したリストアタイプと使用するストレージプロトコルに応じて、異なる処理が実行されます。

◦ NFS と Volume Revert を選択した場合は、 SnapCenter がボリュームをアンマウントし、ストレージ
レイヤのボリュームベースの SnapRestore を使用してボリュームをリストアし、ボリュームをマウン
トします。

◦ NFS を選択し、ボリュームの復元を選択しない場合、 SnapCenter はストレージレイヤで単一ファイ
ルの SnapRestore 操作を使用してすべてのファイルを復元します。

◦ ファイバチャネル SAN を選択した場合、 SnapCenter は LUN をアンマウントし、ストレージレイヤ
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での単一ファイルの SnapRestore 処理を使用して LUN をリストアし、その LUN を検出してマウン
トします。

3. データベースをリカバリします。

a. システムデータベースがリカバリされます。

b. テナントデータベースがリカバリされます。

または、 HANA のシングルコンテナシステムの場合、リカバリは 1 つの手順で実行されます。

c. HANA データベースが起動します。

リカバリなしを選択した場合は、 SnapCenter が終了し、システムとテナントデータベースの
リカバリ処理を手動で実行する必要があります。

このセクションでは、自動検出された HANA システム SS1 （ SAP HANA シングルホスト、 NFS を使用した
MDC シングルテナントシステム）の自動リストア処理とリカバリ処理の手順を説明します。

1. SnapCenter で、リストア処理に使用するバックアップを選択します。

プライマリまたはオフサイトのバックアップストレージからリストアを選択できます。
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2. リストアの範囲とタイプを選択します。

次の 3 つのスクリーンショットは、 NFS を使用したプライマリからのリストア、 NFS を使用したセカン
ダリからのリストア、ファイバチャネル SAN を使用したプライマリからのリストアのリストアオプショ
ンを示しています。

プライマリストレージからリストアする場合のリストアタイプのオプション。

ボリュームリバートオプションは、 NFS でプライマリからのリストア処理でのみ使用でき
ます。
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オフサイトのバックアップストレージからリストアする場合のリストアタイプのオプション。

ファイバチャネル SAN を使用してプライマリストレージからリストアする場合のリストアタイプのオプ
ション。
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3. Recovery Scope を選択し、ログバックアップとカタログバックアップの場所を指定します。

SnapCenter では、 HANA の global.ini ファイルのデフォルトパスまたは変更されたパスを
使用して、ログとカタログのバックアップの場所が事前に入力されます。
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4. オプションのリストア前のコマンドを入力します
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5. オプションのリストア後のコマンドを入力します。
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6. オプションの E メール設定を入力します。
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7. リストア処理を開始するには、 [ 完了 ] をクリックします。
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8. SnapCenter によってリストアおよびリカバリ処理が実行されます。この例は、リストアジョブとリカバ
リジョブのジョブの詳細を表示しています。
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シングルテナントでのリストアおよびリカバリ処理

SnapCenter 4.3 では、シングルテナントを使用する HANA MDC システム、または SnapCenter によって自動
検出された複数のテナントを使用する場合に、シングルテナントのリストア処理がサポートされます。
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シングルテナントのリストアおよびリカバリ処理は、次の手順で実行できます。

1. リストアおよびリカバリするテナントを停止します。

2. SnapCenter でテナントをリストアします。

◦ プライマリストレージからリストアする場合、 SnapCenter は次の処理を実行します。

▪ * NFS. * ストレージの単一ファイルの SnapRestore 操作は、テナントデータベースのすべてのフ
ァイルに対応しています。

▪ * SAN. * LUN のクローンを作成してデータベースホストに接続し、テナント・データベースのす
べてのファイルをコピーします。

◦ セカンダリストレージからリストアする場合、 SnapCenter は次の処理を実行します。

▪ * nfs.* テナントデータベースのすべてのファイルに対する Storage SnapVault リストア処理

▪ * SAN. * LUN のクローンを作成してデータベースホストに接続し、テナント・データベースのす
べてのファイルをコピーします

3. HANA Studio 、 Cockpit 、または SQL ステートメントを使用してテナントをリカバリします。

このセクションでは、自動検出された HANA システム SM1 （ SAP HANA シングルホスト、 MDC マルチテ
ナントシステム、 NFS を使用）のプライマリストレージからリストアとリカバリの処理を実行する手順を説
明します。ユーザ入力の観点では、ファイバチャネル SAN の設定でセカンダリまたはリストアを実行する場
合のワークフローは同じです。

1. テナントデータベースを停止します。

sm1adm@hana-2:/usr/sap/SM1/HDB00> hdbsql -U SYSKEY

Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.

Type:  \h for help with commands

       \q to quit

hdbsql=>

hdbsql SYSTEMDB=> alter system stop database tenant2;

0 rows affected (overall time 14.215281 sec; server time 14.212629 sec)

hdbsql SYSTEMDB=>

2. SnapCenter で、リストア処理に使用するバックアップを選択します。

248



3. リストアするテナントを選択します。

SnapCenter に、選択したバックアップに含まれるすべてのテナントのリストが表示されま
す。
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シングルテナントリカバリは、 SnapCenter 4.3 ではサポートされていません。リカバリは事前に選択
されておらず、変更することはできません。

4. オプションのリストア前のコマンドを入力します
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5. オプションのリストア後のコマンドを入力します。

251



6. オプションの E メール設定を入力します。
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7. リストア処理を開始するには、 [ 完了 ] をクリックします。
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リストア処理は SnapCenter によって実行されます。この例は、リストアジョブのジョブの詳細を表示し
ます。
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テナントのリストア処理が終了すると、テナントに関連するデータのみがリストアされま
す。HANA データベースホストのファイルシステムで、リストアしたデータファイルとテ
ナントの Snapshot バックアップ ID ファイルを使用できます。

255



sm1adm@hana-2:/usr/sap/SM1/HDB00> ls -al /hana/data/SM1/mnt00001/*

-rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys   17 Dec  6 04:01

/hana/data/SM1/mnt00001/nameserver.lck

/hana/data/SM1/mnt00001/hdb00001:

total 3417776

drwxr-x--- 2 sm1adm sapsys       4096 Dec  6 01:14 .

drwxr-x--- 6 sm1adm sapsys       4096 Nov 20 09:35 ..

-rw-r----- 1 sm1adm sapsys 3758096384 Dec  6 03:59 datavolume_0000.dat

-rw-r----- 1 sm1adm sapsys          0 Nov 20 08:36

__DO_NOT_TOUCH_FILES_IN_THIS_DIRECTORY__

-rw-r----- 1 sm1adm sapsys         36 Nov 20 08:37 landscape.id

/hana/data/SM1/mnt00001/hdb00002.00003:

total 67772

drwxr-xr-- 2 sm1adm sapsys      4096 Nov 20 08:37 .

drwxr-x--- 6 sm1adm sapsys      4096 Nov 20 09:35 ..

-rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 201441280 Dec  6 03:59 datavolume_0000.dat

-rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys         0 Nov 20 08:37

__DO_NOT_TOUCH_FILES_IN_THIS_DIRECTORY__

/hana/data/SM1/mnt00001/hdb00002.00004:

total 3411836

drwxr-xr-- 2 sm1adm sapsys       4096 Dec  6 03:57 .

drwxr-x--- 6 sm1adm sapsys       4096 Nov 20 09:35 ..

-rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 3758096384 Dec  6 01:14 datavolume_0000.dat

-rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys          0 Nov 20 09:35

__DO_NOT_TOUCH_FILES_IN_THIS_DIRECTORY__

-rw-r----- 1 sm1adm sapsys     155648 Dec  6 01:14

snapshot_databackup_0_1

/hana/data/SM1/mnt00001/hdb00003.00003:

total 3364216

drwxr-xr-- 2 sm1adm sapsys       4096 Dec  6 01:14 .

drwxr-x--- 6 sm1adm sapsys       4096 Nov 20 09:35 ..

-rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 3758096384 Dec  6 03:59 datavolume_0000.dat

-rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys          0 Nov 20 08:37

__DO_NOT_TOUCH_FILES_IN_THIS_DIRECTORY__

sm1adm@hana-2:/usr/sap/SM1/HDB00>

8. HANA Studio でリカバリを開始します。
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9. テナントを選択します。
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10. リカバリのタイプを選択します。
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11. バックアップカタログの場所を指定します。
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バックアップカタログ内で、リストアされたバックアップが緑のアイコンで強調表示されます。外部バッ
クアップ ID には、 SnapCenter で以前に選択されたバックアップ名が表示されます。

12. 緑のアイコンが表示されたエントリを選択し、次へをクリックします。
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13. ログのバックアップ先を指定します。
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14. 必要に応じて、他の設定を選択します。
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15. テナントのリカバリ処理を開始します。
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手動リカバリによるリストア

SAP HANA Studio および SnapCenter を使用して SAP HANA MDC のシングルテナントシステムをリストア
およびリカバリするには、次の手順を実行します。

1. SAP HANA Studio でリストアとリカバリのプロセスを準備します。

a. システムデータベースのリカバリを選択し、 SAP HANA システムのシャットダウンを確認します。

b. リカバリタイプとログのバックアップ先を選択します。

c. データバックアップのリストが表示されます。外部バックアップ ID を表示するには、 Backup を選択
します。

2. SnapCenter でリストアプロセスを実行します。

a. リソースのトポロジビューで、オフサイトのバックアップストレージからリストアする場合は、プラ
イマリストレージまたはバックアップコピーからリストアするローカルコピーを選択します。

b. SAP HANA Studio の外部バックアップの ID またはコメントフィールドと一致する SnapCenter バッ
クアップを選択します。

c. リストアプロセスを開始します。
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プライマリストレージからボリュームベースのリストアを選択した場合は、リストアプ
ロセスの完了後に、すべての SAP HANA データベースホストからデータボリュームを
アンマウントして再度マウントする必要があります。

FC を使用する SAP HANA マルチホスト環境では、データベースのシャットダウンと起動
のプロセスの一環として、 SAP HANA ネームサーバによってアンマウントとマウントの処
理が実行されます。

3. SAP HANA Studio を使用して、システムデータベースのリカバリプロセスを実行します。

a. バックアップ・リストから [ 更新 ] をクリックし ' リカバリに使用できるバックアップを選択します（
緑色のアイコンが表示されます）

b. リカバリプロセスを開始します。リカバリプロセスが完了すると、システムデータベースが起動しま
す。

4. SAP HANA Studio を使用してテナントデータベースのリカバリプロセスを実行します。

a. [Recover Tenant Database] を選択して、リカバリするテナントを選択します。

b. リカバリタイプとログのバックアップ先を選択します。

データバックアップのリストが表示されます。データボリュームはすでにリストアされているため、
テナントのバックアップは使用可能（緑）と表示されます。

c. このバックアップを選択し、リカバリプロセスを開始します。リカバリプロセスが完了すると、テナ
ントデータベースが自動的に起動します。

次のセクションでは、手動で設定した HANA システム SS2 （ SAP HANA シングルホスト、 NFS を使用した
MDC マルチテナントシステム）のリストア処理とリカバリ処理の手順について説明します。

1. SAP HANA Studio で、 Recover System Database オプションを選択して、システムデータベースのリカ
バリを開始します。
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2. [OK] をクリックして、 SAP HANA データベースをシャットダウンします。

SAP HANA システムがシャットダウンし、リカバリウィザードが起動します。

3. リカバリタイプを選択して、 Next （次へ）をクリックします。
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4. バックアップカタログの場所を指定し、 [ 次へ ] をクリックします。
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5. バックアップカタログの内容に基づいて、使用可能なバックアップのリストが表示されます。必要なバッ
クアップを選択し、外部バックアップ ID をメモします。この例では、最新バックアップを選択します。
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6. すべてのデータボリュームをアンマウントします。

umount /hana/data/SS2/mnt00001

NFS を使用する SAP HANA マルチホストシステムの場合は、各ホスト上のすべてのデータ
ボリュームをアンマウントする必要があります。

FC を使用する SAP HANA マルチホストセットアップでは、シャットダウンプロセスの一
環として、 SAP HANA ネームサーバによってアンマウント処理が実行されます。

7. SnapCenter の GUI で、リソーストポロジビューを選択し、リストアするバックアップを選択します。こ
の例では、最新のプライマリバックアップを選択します。リストアアイコンをクリックして、リストアを
開始します。
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SnapCenter リストアウィザードが起動します。

8. リストア・タイプとして ［ 完全なリソース ］ または ［ ファイル・レベル ］ を選択します

ボリュームベースのリストアを使用するには、 [ リソース全体 ] を選択します。
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9. すべてのファイルに単一ファイルの SnapRestore 操作を使用するには、 [ ファイルレベルとすべて ] を選
択します。

SAP HANA マルチホストシステムのファイルレベルのリストアを実行する場合は、すべて
のボリュームを選択します。
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10. （オプション）中央の HANA プラグインホストで実行されている SAP HANA プラグインから実行するコ
マンドを指定します。次へをクリックします。

273



11. オプションのコマンドを指定し、次へをクリックします。

12. 通知設定を指定して、 SnapCenter からステータス E メールとジョブログを送信できるようにします。次
へをクリックします。
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13. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックしてリストアを開始します。
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14. リストアジョブが開始され、アクティビティペインのログ行をダブルクリックするとジョブログが表示さ
れます。
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15. リストアプロセスが完了するまで待ちます。各データベースホストで、すべてのデータボリュームをマウ
ントします。この例では、データベースホスト上で再マウントが必要なボリュームは 1 つだけです。

mount /hana/data/SP1/mnt00001

16. SAP HANA Studio に移動し、 Refresh をクリックして、使用可能なバックアップのリストを更新しま
す。SnapCenter でリストアされたバックアップは、バックアップのリストに緑のアイコンで表示されま
す。バックアップを選択し、 Next （次へ）をクリックします。

277



17. ログバックアップの場所を指定します。次へをクリックします。
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18. 必要に応じて、他の設定を選択します。［ デルタバックアップを使用 ］ が選択されていないことを確認
します。次へをクリックします。
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19. リカバリ設定を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
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20. リカバリプロセスが開始されます。システムデータベースのリカバリが完了するまで待ちます。
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21. SAP HANA Studio で、システムデータベースのエントリを選択し、 Backup Recovery - Recover Tenant

Database を開始します。
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22. リカバリするテナントを選択し、 Next （次へ）をクリックします。
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23. リカバリタイプを指定して、 Next （次へ）をクリックします。
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24. バックアップカタログの場所を確認し、 Next （次へ）をクリックします。
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25. テナントデータベースがオフラインであることを確認します。[OK] をクリックして続行します。

26. システムデータベースのリカバリ前にデータボリュームのリストアが実行されたため、テナントバックア
ップをすぐに使用できます。緑色でハイライトされたバックアップを選択し、次へをクリックします。
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27. ログのバックアップ先を確認し、 Next （次へ）をクリックします。

287



28. 必要に応じて、他の設定を選択します。［ デルタバックアップを使用 ］ が選択されていないことを確認
します。次へをクリックします。
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29. [ 完了 ] をクリックして、リカバリ設定を確認し、テナントデータベースのリカバリプロセスを開始しま
す。
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30. リカバリが完了してテナントデータベースが起動するまで待ちます。
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SAP HANA システムは稼働中です。

複数のテナントを使用する SAP HANA MDC システムの場合は、テナントごとに手順
20~29 を繰り返す必要があります。

"次に、高度な設定と調整を行います。"

高度な設定と調整

"Previous ：リストアとリカバリを実行します。"
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このセクションでは、 SnapCenter の設定を特定のニーズに合わせるためにお客様が使用できる設定および
調整オプションについて説明します。すべての設定がすべてのお客様のシナリオに適用されるわけではありま
せん。

HANA データベースとのセキュアな通信を有効にします

HANA データベースにセキュアな通信が設定されている場合、 SnapCenter によって実行される「 hdbsql 」
コマンドでは、追加のコマンドラインオプションを使用する必要があります。これは、必要なオプションを指
定して「 hdbsql 」を呼び出すラッパースクリプトを使用して実現できます。

SSL 通信を設定するには、さまざまなオプションがあります。次の例では、コマンドラインオ
プションを使用して最も単純なクライアント設定について説明します。この場合、サーバ証明
書の検証は行われません。サーバー側またはクライアント側で証明書の検証が必要な場合は、
hdbsql コマンドラインオプションを変更する必要があります。また、『 SAP HANA Security

Guide 』の説明に従って、 PSE 環境を設定する必要があります。

hana.properties` ファイルで「 hdbsql 」実行可能ファイルを設定する代わりに、ラッパースクリプトが追加さ
れます。

SnapCenter Windows サーバ上の中央 HANA プラグインホストの場合、「 C ： \Program

Files\NetApp\SnapManager \Snapcenter Plug-in Creator\etc\hana.properties` 」に次のコンテンツを追加する
必要があります。

HANA_HDBSQL_CMD=C:\\Program Files\\sap\\hdbclient\\hdbsql-ssl.cmd

ラッパースクリプト「 hdbsql-ssl.cmd 」は、必要なコマンドラインオプションを指定して「 hdbsql.exe 」を
呼び出します。

@echo off

"C:\Program Files\sap\hdbclient\hdbsql.exe" -e -ssltrustcert %*

-e-ssltrustcert’hdbsql コマンドライン・オプションは 'SSL が有効になっていない HANA システ
ムでも機能しますそのため、すべての HANA システムで SSL が有効または無効になっている
わけではなく、このオプションを中央の HANA プラグインホストでも使用できます。

HANA プラグインが個々の HANA データベースホストに導入されている場合は、それに応じて各 Linux ホス
トで設定を行う必要があります。

HANA_HDBSQL_CMD = /usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsqls

ラッパースクリプト「 hdbsqls 」は、必要なコマンドラインオプションを指定して「 hdbsql 」を呼び出しま
す。

#/bin/bash

/usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsql -e -ssltrustcert $*
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HANA プラグインホストで自動検出を無効にします

HANA プラグインホストで自動検出を無効にするには、次の手順を実行します。

1. SnapCenter サーバで、 PowerShell を開きます。「 Open-SmConnectコネクション 」コマンドを実行し
て SnapCenter サーバに接続し、最初のログインウィンドウでユーザ名とパスワードを指定します。

2. 自動検出をディセーブルにするには、「 Set-SmConfigSettings 」コマンドを実行します。

HANA ホストの「 HANA -2' 」の場合、このコマンドは次のようになります。

PS C:\Users\administrator.SAPCC> Set-SmConfigSettings -Agent -Hostname

hana-2 -configSettings @{"DISABLE_AUTO_DISCOVERY"="true"}

Name                           Value

----                           -----

DISABLE_AUTO_DISCOVERY         true

PS C:\Users\administrator.SAPCC>

3. 「 Get-SmConfigSettings 」コマンドを実行して、設定を確認します。

PS C:\Users\administrator.SAPCC> Get-SmConfigSettings -Agent -Hostname

hana-2 -key all

Key: CUSTOMPLUGINS_OPERATION_TIMEOUT_IN_MSEC            Value: 3600000

Details: Plug-in API operation Timeout

Key: CUSTOMPLUGINS_HOSTAGENT_TO_SERVER_TIMEOUT_IN_SEC   Value: 1800

Details: Web Service API Timeout

Key: CUSTOMPLUGINS_ALLOWED_CMDS                         Value: *;

Details: Allowed Host OS Commands

Key: DISABLE_AUTO_DISCOVERY                             Value: true

Details:

Key: PORT                                               Value: 8145

Details: Port for server communication

PS C:\Users\administrator.SAPCC>

構成はホスト上のエージェント構成ファイルに書き込まれ、 SnapCenter によるプラグインのアップグレ
ード後も引き続き使用できます。

hana-2:/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc # cat

/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/agent.properties | grep DISCOVERY

DISABLE_AUTO_DISCOVERY = true

hana-2:/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc #

ログバックアップの自動削除を非アクティブ化します

ログバックアップの不要ファイルの削除はデフォルトで有効になっており、 HANA プラグインのホストレベ
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ルで無効にすることができます。これらの設定を変更するには、 2 つのオプションがあります。

hana.property ファイルを編集します

hana.property` 構成ファイルのパラメータ log_cleanup_disable=Y' を指定すると ' この SAP HANA プラグイ
ン・ホストを通信ホストとして使用して ' すべてのリソースのログ・バックアップ・ハウスキーピングが無効
になります

• Windows 上の Hdbsql 通信ホストの場合、「 hana.property` 」ファイルは C:\Program

Files\NetApp\SnapCenter \Snapcenter Plug-in Creator\etc にあります。

• Linux 上の Hdbsql 通信ホストの場合、「 hana.property` 」ファイルは「 /opt/NetApp/snapcenter /sscc

/etc 」にあります。

PowerShell コマンドを使用します

2 つ目のオプションでは、 SnapCenter PowerShell コマンドを使用します。

1. SnapCenter サーバで、 PowerShell を開きます。「 Open-SmConnection 」コマンドを使用して
SnapCenter サーバに接続し、最初のログインウィンドウでユーザ名とパスワードを指定します。

2. 「 Set-SmConfigSettings-Plugin-hostname <pluginhostname>-PluginCode HANA

-configSettings@{"log_cleanup_disable"="Y"}" 」コマンドを使用すると、 IP またはホスト名で指定した
SAP HANA プラグインホスト「 <plughostname> 」に変更が設定されます（次の図を参照）。

仮想環境で SAP HANA プラグインを実行する際の警告を無効にします

SnapCenter は、 SAP HANA プラグインが仮想環境にインストールされているかどうかを検出します。これ
は、パブリッククラウドプロバイダでの VMware 環境や SnapCenter 環境の場合があります。この場合、次
の図に示すように、ハイパーバイザーの設定に関する警告が SnapCenter に表示されます。
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この警告をグローバルに抑制することができます。この場合、 SnapCenter は仮想環境を認識しないため、警
告は表示されません。

この警告を抑制するように SnapCenter を設定するには、次の設定を適用する必要があります。

1. [ 設定 ] タブで、 [ グローバル設定 ] を選択します。

2. ハイパーバイザー設定で、すべてのホストに対して VM に iSCSI Direct Attached Disks または NFS を選
択し、設定を更新します。

オフサイトのバックアップストレージとのバックアップ同期のスケジュール頻度を変更します

を参照してください "「セカンダリ・ストレージでのバックアップの保持管理」" オフサイトのバックアップ
ストレージへのデータバックアップの保持管理は ONTAP で行います。SnapCenter は、週次のデフォルトス
ケジュールを設定してクリーンアップジョブを実行することにより、オフサイトのバックアップストレージで
ONTAP がバックアップを削除したかどうかを定期的にチェックします。

SnapCenter のクリーンアップジョブでは、オフサイトのバックアップストレージで削除したバックアップが
見つかった場合に、 SnapCenter リポジトリおよび SAP HANA のバックアップカタログからバックアップが
削除されます。

クリーンアップジョブは、不要な SAP HANA ログバックアップの削除も実行します。

スケジュールされたこのクリーンアップが完了するまでの間、 SAP HANA と SnapCenter では、オフサイト
のバックアップストレージからすでに削除されたバックアップが引き続き表示されることがあります。

その結果、オフサイトのバックアップストレージ上の対応するストレージベースの Snapshot

バックアップがすでに削除されている場合でも、ログバックアップが新たに保持されることが
あります。
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次のセクションでは、この一時的な不一致を回避する 2 つの方法について説明します。

リソースレベルの手動更新

リソースのトポロジビューでは、次のスクリーンショットに示すように、セカンダリバックアップを選択する
際に、 SnapCenter によってオフサイトのバックアップストレージにバックアップが表示されま
す。SnapCenter は、更新アイコンを使用してクリーンアップ処理を実行し、このリソースのバックアップを
同期します。

SnapCenter クリーンアップジョブの頻度を変更します

SnapCenter は、 Windows タスクのスケジュールメカニズムを使用して、すべてのリソースに対してデフォ
ルトでクリーンアップジョブ「 SnapCenter _ RemoveSecondaryBackup 」を毎週実行します。これは、
SnapCenter PowerShell コマンドレットを使用して変更できます。

1. SnapCenter サーバで PowerShell コマンドウィンドウを起動します。

2. SnapCenter サーバへの接続を開き、ログインウィンドウに SnapCenter 管理者のクレデンシャルを入力
します。
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3. スケジュールを週単位から日単位に変更するには、「 Set-SmSchedule 」コマンドレットを使用します。
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PS C:\Users\scadmin> Set-SmSchedule -ScheduleInformation

@{"ScheduleType"="Daily";"StartTime"="03:45 AM";"DaysInterval"=

"1"} -TaskName SnapCenter_RemoveSecondaryBackup

TaskName              : SnapCenter_RemoveSecondaryBackup

Hosts                 : {}

StartTime             : 11/25/2019 3:45:00 AM

DaysoftheMonth        :

MonthsofTheYear       :

DaysInterval          : 1

DaysOfTheWeek         :

AllowDefaults         : False

ReplaceJobIfExist     : False

UserName              :

Password              :

SchedulerType         : Daily

RepeatTask_Every_Hour :

IntervalDuration      :

EndTime               :

LocalScheduler        : False

AppType               : False

AuthMode              :

SchedulerSQLInstance  : SMCoreContracts.SmObject

MonthlyFrequency      :

Hour                  : 0

Minute                : 0

NodeName              :

ScheduleID            : 0

RepeatTask_Every_Mins :

CronExpression        :

CronOffsetInMinutes   :

StrStartTime          :

StrEndTime            :

PS C:\Users\scadmin> Check the configuration using the Windows Task

Scheduler.

4. Windows タスクスケジューラでジョブのプロパティを確認できます。
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"次へ：追加情報の検索場所。"

追加情報およびバージョン履歴の参照先

"前の手順：高度な設定と調整。"

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。

• SnapCenter のリソースページ

"https://www.netapp.com/us/documentation/snapcenter-software.aspx"

• SnapCenter ソフトウェアのドキュメント

"https://docs.netapp.com/us-en/snapcenter/index.html"

• TR-4667 ：『 Automating SAP System Copies Using the SnapCenter 』

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17111-tr4667pdf.pdf

• TR-4719 ：『 SAP HANA System Replication 、 Backup and Recovery with SnapCenter 』

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17030-tr4719pdf.pdf

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

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17195-tr4018pdf.pdf

• TR-4646 ：『 SAP HANA Disaster Recovery with Storage Replication 』
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https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/8584-tr4646pdf.pdf

バージョン履歴

バージョン 日付 ドキュメントのバージョン履歴

バージョン 1.0 以降 2017年7月 • 初版リリース

バージョン 1.1 以降 2017 年 9 月 • 「高度な設定とチューニング」
の項を追加しました。

• 微修正。

バージョン 2.0 以降 2018 年 3 月 • SnapCenter 4.0 に対応した更
新：新しいデータボリュームリ
ソースにより、単一ファイルの
SnapRestore 操作が改善され
ました

バージョン 3.0 以降 2020年1月 • 「 SnapCenter の概念とベスト
プラクティス」の項を追加。

• SnapCenter 4.3 に対応するよ
うに更新されました。 HANA

MDC の複数テナントの自動検
出リストアとリカバリのサポー
トシングルテナントリストア処
理

バージョン 3.1 以降 2020 年 7 月 • 軽微な更新および修正：
SnapCenter 4.3.1 での NFSv4

サポート IBM Power での SSL

通信用 Central プラグインの導
入設定

バージョン 3.2 以降 2020年11月 • HANA 2.0 SPS5 に必要なデー
タベースユーザー権限を追加。

バージョン 3.3 以降 2021年5月 • SSL hdbsql 設定セクションを
更新しました。

• Linux LVM のサポートが追加さ
れました。

バージョン 3.4 以降 2021年8月 • 自動検出を無効にする設定の概
要 が追加されました。
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バージョン 日付 ドキュメントのバージョン履歴

バージョン 3.5 以降 2022 年 2 月 • SnapCenter 4.6 に対応したマ
イナーアップデートと、 HANA

システムレプリケーション対応
HANA システムの自動検出サポ
ート。

SnapCenter を使用した SAP HANA システムレプリケーショ
ンのバックアップとリカバリ

TR-4719 ：『 SAP HANA System Replication - Backup and Recovery with
SnapCenter 』

ネットアップ Nils Bauer

SAP HANA システムレプリケーションは、一般に、 SAP HANA データベースの高可用性またはディザスタリ
カバリ解決策として使用されます。SAP HANA システムレプリケーションには、ユースケースや可用性の要
件に応じて、さまざまな動作モードが用意されています。

組み合わせて使用できる主なユースケースは次の 2 つです。

• 専用のセカンダリ SAP HANA ホストを使用した、ゼロの Recovery Point Objective （ RPO ；目標復旧時
点）と最小の Recovery Time Objective （ RTO ；目標復旧時間）による高可用性。

• 遠隔地での災害復旧。セカンダリ SAP HANA ホストは、通常運用時の開発やテストにも使用できます。

RPO がゼロで RTO が最小限のハイアベイラビリティ

システムレプリケーションでは、セカンダリ SAP HANA ホストのメモリにプリロードされたテーブルを使用
して同期レプリケーションが設定されます。この高可用性解決策を使用して、ハードウェアやソフトウェアの
障害に対処できるほか、 SAP HANA ソフトウェアのアップグレード中の計画的停止（ダウンタイムはほぼゼ
ロ）を軽減できます。

フェイルオーバー処理は、多くの場合、サードパーティ製のクラスタソフトウェアを使用するか、 SAP

Landscape Management ソフトウェアでワンクリックで実行することで自動化されます。

バックアップ要件の観点では、どの SAP HANA ホストがプライマリまたはセカンダリであるかに関係なく、
バックアップを作成できる必要があります。バックアップを作成したホストに関係なく、共有バックアップイ
ンフラを使用してバックアップがリストアされます。

このドキュメントの残りの部分では、ハイアベイラビリティ解決策として構成された SAP システムレプリケ
ーションを使用したバックアップ処理について説明します。
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遠隔地での災害復旧

システムレプリケーションは、セカンダリホストのメモリにテーブルがプリロードされていない非同期レプリ
ケーションで構成できます。この解決策はデータセンターの障害に対処するために使用され、通常は手動でフ
ェイルオーバー処理が実行されます。

バックアップ要件に関しては、データセンター 1 での通常運用中、およびデータセンター 2 でのディザスタ
リカバリ中に、バックアップを作成できる必要があります。データセンター 1 と 2 には独立したバックアッ
プインフラがあり、ディザスタフェイルオーバーの一環としてバックアップ処理がアクティブ化されます。通
常、バックアップインフラは共有されません。もう一方のデータセンターで作成されたバックアップをリスト
アすることはできません。

"Next ：ストレージ Snapshot バックアップと SAP システムレプリケーション。"

ストレージ Snapshot バックアップと SAP システムレプリケーション

"前のバージョン： SAP HANA システムレプリケーションの概要"

バックアップ処理は常にプライマリ SAP HANA ホストで実行されます。バックアップ処理に必要な SQL コ
マンドをセカンダリ SAP HANA ホストで実行することはできません。

SAP HANA のバックアップ処理では、プライマリとセカンダリの SAP HANA ホストが単一のエンティティに
なります。バックアップがプライマリ SAP HANA ホストとセカンダリ SAP HANA ホストのどちらで作成さ
れたかに関係なく、 SAP HANA は同じバックアップカタログを共有し、リストアとリカバリにバックアップ
を使用します。

いずれかのバックアップをリストアに使用したり、両方のホストからログバックアップを使用してリカバリを
転送したりするには、両方のホストからアクセスできる共有ログバックアップの場所が必要です。共有ストレ
ージボリュームを使用することを推奨します。ただし、ログバックアップのデスティネーションは、共有ボリ
ューム内のサブディレクトリに分ける必要があります。
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各 SAP HANA ホストには、独自のストレージボリュームがあります。ストレージベースの Snapshot を使用
してバックアップを実行すると、データベースと整合性のある Snapshot がプライマリ SAP HANA ホストの
ストレージボリューム上に作成されます。

ホスト 2 へのフェイルオーバーが実行されると、ホスト 2 がプライマリホストになり、ホスト 2 でバックア
ップが実行され、ホスト 2 のストレージボリュームに Snapshot バックアップが作成されます。

ホスト 2 で作成されたバックアップは、ストレージレイヤで直接リストアできます。ホスト 1 に作成したバ
ックアップを使用する場合は、ホスト 1 のストレージボリュームからホスト 2 のストレージボリュームにバ
ックアップをコピーする必要があります。フォワードリカバリでは、両方のホストからのログバックアップが
使用されます。
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"次： SAP システムレプリケーションの SnapCenter 構成オプション"

SAP システムレプリケーションの SnapCenter 設定オプション

"Previous ：ストレージの Snapshot バックアップと SAP システムのレプリケーション。"

SAP HANA システムレプリケーション環境で NetApp SnapCenter ソフトウェアを使用してデータ保護を設定
するには、次の 2 つの方法があります。

• SnapCenter リソースグループ。 SAP HANA ホストと SnapCenter バージョン 4.6 以降を使用した自動検
出の両方が含まれます。

• 仮想 IP アドレスを使用する、両方の SAP HANA ホスト用の単一の SnapCenter リソース。

SnapCenter 4.6 以降では、 HANA システムレプリケーション関係で設定された HANA システムの自動検出が
SnapCenter でサポートされます。各ホストは、物理 IP アドレス（ホスト名）とストレージレイヤ上の個々
のデータボリュームを使用して設定されます。2 つの SnapCenter リソースが 1 つのリソースグループにまと
められ、プライマリまたはセカンダリのホストが SnapCenter によって自動的に識別され、必要なバックアッ
プ処理が適宜実行されます。SnapCenter で作成された Snapshot とファイルベースのバックアップの保持の
管理は両方のホストで実行されるため、現在のセカンダリホストでも古いバックアップを削除できます。

両方の SAP HANA ホストに単一リソース構成を使用する場合、単一の SnapCenter リソースは、 SAP HANA

システムレプリケーションホストの仮想 IP アドレスを使用して構成されます。SAP HANA ホストの両方のデ
ータボリュームが SnapCenter リソースに含まれています。SnapCenter のリソースは 1 つであるため、
SnapCenter で作成された Snapshot とファイルベースのバックアップの保持管理は、現在プライマリとセカ
ンダリのどちらのホストにも依存しません。このオプションは、すべての SnapCenter リリースで使用できま
す。

次の表に、 2 つの設定オプションの主な違いをまとめます。

304



SnapCenter 4.6
を使用したリソースグループ

単一の SnapCenter

リソースと仮想 IP アドレス

バックアップ処理（ Snapshot およ
びファイルベース）

リソースグループ内のプライマリ
ホストの自動識別

仮想 IP アドレスを自動的に使用す
る

保持管理（ Snapshot とファイルベ
ース）

両方のホストで自動的に実行され
ます

単一のリソースを自動的に使用し
ます

バックアップ容量の要件 バックアップはプライマリホスト
ボリュームでのみ作成されます

バックアップは両方のホストボリ
ュームで常に作成されます。2 番目
のホストのバックアップはクラッ
シュ整合性のみであり、ロールフ
ォワードには使用できません。

リストア処理を実行します 現在のアクティブホストのバック
アップをリストア処理に使用でき
ます

リストアに使用できる有効なバッ
クアップを特定するためのバック
アップ前スクリプト

リカバリ処理 自動検出されたすべてのリソース
と同じリカバリオプションを使用
できます

手動でリカバリする必要がありま
す

一般に、リソースグループ構成オプションを SnapCenter 4.6 に設定して、 HANA システムの
レプリケーションを有効にして HANA システムを保護することを推奨します。単一の
SnapCenter リソース構成が必要になるのは、 SnapCenter の処理アプローチが中央のプラグイ
ンホストに基づいており、 HANA プラグインが HANA データベースホストに導入されていな
い場合だけです。

この 2 つのオプションについては、以降のセクションで詳しく説明します。

"次に、リソースグループを使用した SnapCenter 4.6 の設定を行います。"

リソースグループを使用した SnapCenter 4.6 の設定

"Previous ： SAP システムレプリケーションの SnapCenter 構成オプション"

SnapCenter 4.6 では、 HANA システムレプリケーションが設定された HANA システムの自動検出がサポート
されます。SnapCenter 4.6 には、バックアップ処理中にプライマリおよびセカンダリの HANA ホストを識別
し、両方の HANA ホスト間で保持管理を処理するロジックが含まれています。また、 HANA システムレプリ
ケーション環境でも自動リストアと自動リカバリが利用できるようになりました。

SnapCenter 4.6 HANA システムレプリケーション環境の構成

次の図に、この章で使用するラボのセットアップを示します。HANA システムレプリケーションを使用して、
HANA ホストを 2 台、 HANA を 3 台、 HANA を 4 台構成しました。

HANA システムデータベース用のデータベースユーザ「 SnapCenter 」が作成され、バックアップおよびリカ
バリ処理を実行するために必要な権限が付与されています（を参照） "SnapCenter を使用した SAP HANA の
バックアップとリカバリ"）。HANA のユーザストアキーは、上記のデータベースユーザを使用して両方のホ
ストで設定する必要があります。
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ss2adm@hana- 3: / > hdbuserstore set SS2KEY hana- 3:33313 SNAPCENTER

<password>

ss2adm@hana- 4:/ > hdbuserstore set SS2KEY hana-4:33313 SNAPCENTER

<password>

SnapCenter で HANA システムのレプリケーションを設定するには、大まかに見て次の手順を実行する必要が
あります。

1. HANA プラグインをプライマリホストとセカンダリホストにインストールします。自動検出が実行され、
各プライマリホストまたはセカンダリホストで HANA システムのレプリケーションステータスが検出され
ます。

2. SnapCenter の configure database を実行し 'hdbuserstore キーを指定しますさらに自動検出操作が実行さ
れます。

3. 両方のホストを含むリソースグループを作成し、保護を設定します。

両方の HANA ホストに SnapCenter HANA プラグインをインストールすると、他の自動検出されたリソース
と同じように、 HANA システムが SnapCenter リソースビューに表示されます。SnapCenter 4.6 以降では、
追加の列に HANA システムレプリケーション（有効 / 無効、プライマリ / セカンダリ）のステータスが表示さ
れます。
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リソースをクリックすると、 SnapCenter は HANA システムの HANA ユーザストアキーを要求します。

追加の自動検出ステップが実行され、 SnapCenter にリソースの詳細が表示されます。SnapCenter 4.6 で
は、システムレプリケーションのステータスとセカンダリサーバがこのビューに表示されます。
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2 つ目の HANA リソースに対して同じ手順を実行すると、自動検出プロセスが完了し、両方の HANA リソ
ースが SnapCenter で構成されます。

HANA システムレプリケーションを有効にしたシステムでは、両方の HANA リソースを含む SnapCenter リ
ソースグループを設定する必要があります。

Snapshot 名には、ホスト名、ポリシー、スケジュールなどを含めるカスタムの名前形式を使用することを推
奨します。

リソースグループに両方の HANA ホストを追加する必要があります。
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リソースグループにはポリシーとスケジュールが設定されます。

ポリシーで定義された保持設定は、両方の HANA ホストで使用されます。たとえば、ポリシー
で保持数が 10 に定義されている場合、両方のホストのバックアップの合計がバックアップ削
除の基準として使用されます。SnapCenter は、現在のプライマリホストまたはセカンダリホス
トに作成された最も古いバックアップを個別に削除します。

これでリソースグループの設定が終了し、バックアップを実行できるようになります。
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Snapshot のバックアップ処理

リソースグループのバックアップ処理が実行されると、 SnapCenter はどのホストがプライマリであるかを識
別し、プライマリホストでのみバックアップをトリガーします。つまり、プライマリホストのデータボリュー
ムのみが Snapshot されます。この例では、 HANA 3 が現在のプライマリホストであり、このホストでバック
アップが実行されています。

SnapCenter ジョブログには、識別処理と、現在のプライマリホスト HANA でのバックアップの実行が表示さ
れます。
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これで、プライマリ HANA リソースに Snapshot バックアップが作成されました。バックアップ名に含まれ
るホスト名は HANA - 3 と表示されます。
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HANA のバックアップカタログにも同じ Snapshot バックアップが表示されます。

テイクオーバー処理が実行されると、それ以降の SnapCenter バックアップで元のセカンダリホスト（ Hana-

4 ）がプライマリとして識別され、 Hana-4 でバックアップ処理が実行されるようになります。ここでも、新
しいプライマリホスト（ HANA - 4 ）のデータボリュームのみが Snapshot されています。

SnapCenter 識別ロジックで対応しているのは、 HANA ホストがプライマリとセカンダリの関
係にあるシナリオと、 HANA ホストの 1 つがオフラインになっているシナリオだけです。

SnapCenter ジョブログには、識別処理と、現在のプライマリホスト HANA でのバックアップの実行が表示さ
れます。
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これで、プライマリ HANA リソースに Snapshot バックアップが作成されました。バックアップ名に含まれ
ているホスト名は、 HANA のホスト名です。
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HANA のバックアップカタログにも同じ Snapshot バックアップが表示されます。

ファイルベースのバックアップを使用したブロック整合性チェック処理

SnapCenter 4.6 では、ファイルベースのバックアップでブロック整合性チェック処理を実行する場合と同じ
ロジックを使用します。SnapCenter は現在のプライマリ HANA ホストを識別し、このホストに対してファイ
ルベースのバックアップを実行します。保持管理も両方のホスト間で実行されるため、現在プライマリになっ
ているホストに関係なく、最も古いバックアップが削除されます。

SnapVault レプリケーション

テイクオーバー時に透過的なバックアップ処理を可能にし、現在プライマリホストになっている HANA ホス
トに依存しないようにするには、両方のホストのデータボリュームに SnapVault 関係を設定する必要がありま
す。SnapCenter は、バックアップの実行ごとに、現在のプライマリホストに対して SnapVault 更新処理を実
行します。

セカンダリホストへのテイクオーバーが長時間実行されない場合、セカンダリホストでの最初
の SnapVault 更新で変更されたブロック数は多くなります。

SnapVault ターゲットの保持管理は ONTAP by SnapCenter の外部で管理されるため、両方の HANA ホスト間
で処理することはできません。そのため、テイクオーバー前に作成されたバックアップは、以前のセカンダリ
ではバックアップ処理によって削除されません。これらのバックアップは、元のプライマリが再びプライマリ
になるまで保持されます。これらのバックアップによってログバックアップの保持管理がブロックされないよ
うに、 SnapVault ターゲットまたは HANA のバックアップカタログから手動で削除する必要があります。

1 つの SnapVault コピーが同期ポイントとしてブロックされるため、すべての Snapshot コピ
ーのクリーンアップを実行できません。最新の Snapshot コピーも削除する必要がある場合
は、 SnapVault レプリケーション関係を削除してください。この場合は、 HANA のバックアッ
プカタログ内のバックアップを削除して、ログのバックアップ保持管理のブロックを解除する
ことを推奨します。
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保持管理

SnapCenter 4.6 は、両方の HANA ホストで Snapshot バックアップ、ブロック整合性チェック処理、 HANA

バックアップカタログのエントリ、ログバックアップ（無効になっていない場合）の保持を管理できるため、
どちらのホストが現在プライマリであるかセカンダリであるかは関係ありません。削除処理が現在のプライマ
リホストとセカンダリホストのどちらで必要かに関係なく、定義された保持設定に基づいて HANA カタログ
のバックアップ（データとログ）とエントリが削除されます。つまり、テイクオーバー処理を実行した場合
や、レプリケーションが反対方向に設定されている場合は、手動での操作は必要ありません。

SnapVault レプリケーションがデータ保護戦略の一部である場合は、特定のシナリオで手動による操作が必要
です。詳細については、を参照してください [SnapVault Replication]。

リストアとリカバリ

次の図は、複数のテイクオーバーが実行され、両方のサイトに Snapshot バックアップが作成された場合のシ
ナリオを示しています。現在のステータスでは、ホスト HA-3 がプライマリホスト、最新のバックアップは
T4 であり、これはホスト HA-3 で作成されています。リストアおよびリカバリ処理を実行する必要がある場
合、バックアップ T1 および T4 は SnapCenter のリストアとリカバリに使用できます。ホスト HA-4 （ T2 、
T3 ）で作成されたバックアップは、 SnapCenter を使用してリストアできません。リカバリのために、これ
らのバックアップを HANA のデータボリュームに手動でコピーする必要があります。
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SnapCenter 4.6 リソースグループ構成のリストアおよびリカバリ操作は ' 自動検出されたシステム以外のレプ
リケーション設定と同じですリストアと自動リカバリのすべてのオプションを使用できます。詳細について
は、テクニカルレポートを参照してください "TR-4614 ：『 SAP HANA Backup and Recovery with

SnapCenter 』"。

もう一方のホストで作成されたバックアップからのリストア処理については、を参照してください "他のホス
トで作成されたバックアップからのリストアとリカバリ"。

"次の例：単一のリソースを使用する SnapCenter 構成。"

単一のリソースを使用する SnapCenter 構成

"前のバージョン：リソースグループを使用した SnapCenter 4.6 の設定。"

SnapCenter リソースは、 HANA システムレプリケーション環境の仮想 IP アドレス（ホスト名）で構成され
ます。このアプローチでは、ホスト 1 とホスト 2 のどちらがプライマリかに関係なく、 SnapCenter は常に
プライマリホストと通信します。両方の SAP HANA ホストのデータボリュームは、 SnapCenter リソースに
含まれています。

仮想 IP アドレスは常にプライマリ SAP HANA ホストにバインドされているものとします。仮
想 IP アドレスのフェイルオーバーは、 HANA システムレプリケーションのフェイルオーバー
ワークフローの一環として、 SnapCenter の外部で実行されます。

ホスト 1 をプライマリホストとするバックアップを実行すると、データベースと整合性のある Snapshot バッ
クアップがホスト 1 のデータボリュームに作成されます。ホスト 2 のデータボリュームは SnapCenter リソ
ースの一部であるため、このボリュームに対してもう 1 つの Snapshot コピーが作成されます。この
Snapshot コピーはデータベースの整合性を維持するのではなく、セカンダリホストのクラッシュイメージに
すぎません。

SAP HANA のバックアップカタログと SnapCenter リソースには、ホスト 1 で作成されたバックアップが含
まれています。
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次の図に、ホスト 2 へのフェイルオーバーおよびホスト 2 からホスト 1 へのレプリケーション後のバックア
ップ処理を示します。SnapCenter は、 SnapCenter リソースに設定されている仮想 IP アドレスを使用して、
ホスト 2 と自動的に通信します。これで、ホスト 2 にバックアップが作成されます。SnapCenter によって 2

つの Snapshot コピーが作成されます。ホスト 2 のデータボリュームにあるデータベースと整合性のあるバッ
クアップと、ホスト 1 のデータボリュームにあるクラッシュイメージの Snapshot コピーです。SAP HANA

のバックアップカタログと SnapCenter リソースに、ホスト 1 で作成されたバックアップとホスト 2 で作成
されたバックアップが含まれるようになりました。

不要なデータバックアップやログバックアップは、定義された SnapCenter 保持ポリシーに基づいて削除さ
れ、プライマリまたはセカンダリのホストに関係なく、バックアップは削除されます。

の項で説明したように "ストレージ Snapshot バックアップと SAP システムレプリケーション"ストレージベ
ースの Snapshot バックアップを使用したリストア処理は、リストアするバックアップによって異なります。
ローカル・ストレージ・ボリュームでリストアを実行できるかどうか、または他のホストのストレージ・ボリ
ュームでリストアを実行する必要があるかどうかを判断するには、バックアップが作成されたホストを特定す
ることが重要です。
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シングルリソースの SnapCenter 構成では、バックアップがどこに作成されたかが SnapCenter で認識され
ません。そのため、 SnapCenter のバックアップワークフローにバックアップ前のスクリプトを追加して、現
在プライマリ SAP HANA ホストになっているホストを特定することを推奨します。

次の図は、バックアップホストの ID を示しています。

SnapCenter 構成

次の図は、ラボでのセットアップと必要な SnapCenter 構成の概要を示しています。
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どの SAP HANA ホストがプライマリであっても、 1 つのホストがダウンしている場合でもバックアップ処理
を実行するには、 SnapCenter SAP HANA プラグインを中央のプラグインホストに導入する必要がありま
す。今回のラボ環境では、 SnapCenter サーバを中央プラグインホストとして使用し、 SnapCenter サーバに
SAP HANA プラグインを導入しました。

HANA データベースに、バックアップ処理を実行するユーザを作成しました。SAP HANA プラグインがイン
ストールされている SnapCenter サーバにユーザストアキーが設定されている。ユーザーストアキーには、
SAP HANA システムレプリケーションホスト（ SSR-VIP ）の仮想 IP アドレスが含まれます。

hdbuserstore.exe -u SYSTEM set SSRKEY ssr-vip:31013 SNAPCENTER <password>

SAP HANA プラグインの導入オプションとユーザストアの構成の詳細については、テクニカルレポート TR-

4614 を参照してください。 "SnapCenter を使用した SAP HANA のバックアップとリカバリ"。

SnapCenter では ' 次の図に示すように ' リソースは ' 前に構成されたユーザー・ストア・キーと SnapCenter

サーバを 'hdbsql' 通信ホストとして構成されます
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次の図に示すように、両方の SAP HANA ホストのデータボリュームがストレージ設置面積構成に含まれてい
ます。
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前述したように、 SnapCenter はバックアップがどこで作成されたかを認識しません。したがって、
SnapCenter バックアップワークフローにバックアップ前のスクリプトを追加して、現在プライマリ SAP

HANA ホストとなっているホストを特定することを推奨します。この識別は、次の図に示すように、バックア
ップワークフローに追加された SQL ステートメントを使用して実行できます。

Select host from “SYS”.M_DATABASE
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SnapCenter バックアップ処理

バックアップ処理が通常どおり実行されるようになりました。不要なデータバックアップとログバックアップ
の削除は、プライマリまたはセカンダリの SAP HANA ホストとは無関係に実行されます。

バックアップジョブログには SQL ステートメントの出力が含まれており、バックアップが作成された SAP

HANA ホストを特定できます。

次の図に、ホスト 1 をプライマリホストとするバックアップジョブログを示します。

この図は、ホスト 2 がプライマリホストであるバックアップジョブログを示しています。
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次の図は、 SAP HANA Studio の SAP HANA バックアップカタログを示しています。SAP HANA データベー
スがオンラインの場合、バックアップが作成された SAP HANA ホストが SAP HANA Studio に表示されま
す。

リストア処理とリカバリ処理で使用されるファイルシステム上の SAP HANA バックアップカタ
ログに、バックアップが作成されたホスト名は含まれません。データベースがダウンしている
ときにホストを識別する唯一の方法は、バックアップカタログのエントリと、両方の SAP

HANA ホストの「 backup.log 」ファイルを組み合わせることです。
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リストアとリカバリ

前述したように、必要なリストア処理を定義するために、選択したバックアップの作成先を特定できる必要が
あります。SAP HANA データベースがオンラインのままの場合は、 SAP HANA Studio を使用して、バックア
ップが作成されたホストを特定できます。データベースがオフラインの場合、情報は SnapCenter バックアッ
プジョブログでのみ確認できます。

次の図に、選択したバックアップに応じたリストア処理を示します。

タイムスタンプ T3 の後にリストア処理を実行する必要があり、ホスト 1 がプライマリである場合は、
SnapCenter を使用して T1 または T3 で作成されたバックアップをリストアできます。これらの Snapshot バ
ックアップは、ホスト 1 に接続されているストレージボリュームで使用できます。

ホスト 2 （ T2 ）に作成されたバックアップを使用してリストアする必要がある場合は、ホスト 2 のストレー
ジボリュームにある Snapshot コピーを使用する必要があります。このバックアップを利用するには、バック
アップから NetApp FlexClone コピーを作成し、 FlexClone コピーをホスト 1 にマウントし、データを元の場
所にコピーします。

単一の SnapCenter リソース構成では、両方の SAP HANA システムレプリケーションホストの両方のストレ
ージボリュームに Snapshot コピーが作成されます。フォワードリカバリに使用できるのは、プライマリ SAP

HANA ホストのストレージボリュームに作成された Snapshot バックアップのみです。セカンダリ SAP

HANA ホストのストレージボリュームに作成された Snapshot コピーは、フォワードリカバリに使用できない
クラッシュイメージです。

SnapCenter でのリストア処理は、次の 2 つの方法で実行できます。

• 有効なバックアップのみをリストアしてください

• 有効なバックアップとクラッシュ・イメージを含む ' リソース全体をリストアする以下のセクションでは
'2 つの異なるリストア・オペレーションについて詳細に説明します

もう一方のホストで作成されたバックアップからのリストア処理については、を参照してください "他のホス
トで作成されたバックアップからのリストアとリカバリ"。

次の図は、単一の SnapCenter リソース構成を使用したリストア処理を示しています。
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有効なバックアップの SnapCenter リストアのみを実行してください

次の図に、このセクションで説明するリストアとリカバリのシナリオの概要を示します。

T1 のホスト 1 にバックアップが作成されました。ホスト 2 へのフェイルオーバーが実行されました。特定の
時点で、ホスト 1 へのフェイルオーバーが再度実行されます。現在の時点では、ホスト 1 がプライマリホス
トになります。

1. 障害が発生したため、 T1 のホスト 1 で作成されたバックアップにリストアする必要があります。

2. セカンダリホスト（ホスト 2 ）はシャットダウンされますが、リストア処理は実行されません。

3. ホスト 1 のストレージボリュームは、 T1 で作成されたバックアップに復元されます。

4. フォワードリカバリは、ホスト 1 およびホスト 2 のログを使用して実行されます。

5. ホスト 2 が開始され、ホスト 2 のシステムレプリケーションの再同期が自動的に開始されます。

次の図は、 SAP HANA Studio の SAP HANA バックアップカタログを示しています。強調表示されたバック
アップは、 T1 のホスト 1 で作成されたバックアップを示しています。
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リストア処理とリカバリ処理は SAP HANA Studio で開始されます。次の図に示すように、バックアップが作
成されたホストの名前はリストアとリカバリのワークフローには表示されません。

テストシナリオでは、データベースがオンラインのままの場合、 SAP HANA Studio で正しい
バックアップ（ホスト 1 で作成されたバックアップ）を特定できました。データベースを使用
できない場合は、 SnapCenter バックアップジョブログで適切なバックアップを特定する必要
があります。

SnapCenter では、バックアップが選択され、ファイルレベルのリストア処理が実行されます。ファイルレベ
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ルのリストア画面では、有効なバックアップのみがリストアされるように、ホスト 1 のボリュームのみが
選択されます。

リストア処理が完了すると、 SAP HANA Studio でバックアップが緑色で強調表示されます。ホスト 1 とホス
ト 2 のログバックアップのファイルパスがバックアップカタログに含まれているため、追加のログバックア
ップの場所を入力する必要はありません。

フォワードリカバリが完了すると、セカンダリホスト（ホスト 2 ）が起動し、 SAP HANA システムレプリケ
ーションの再同期が開始されます。

セカンダリホストが最新の状態である（ホスト 2 に対してリストア処理が実行されていない）
場合でも、 SAP HANA はすべてのデータの完全なレプリケーションを実行します。この動作
は、 SAP HANA システムレプリケーションを使用したリストア処理とリカバリ処理後に標準で
実行されます。
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有効なバックアップとクラッシュイメージの SnapCenter リストア

次の図に、このセクションで説明するリストアとリカバリのシナリオの概要を示します。

T1 のホスト 1 にバックアップが作成されました。ホスト 2 へのフェイルオーバーが実行されました。特定の
時点で、ホスト 1 へのフェイルオーバーが再度実行されます。現在の時点では、ホスト 1 がプライマリホス
トになります。

1. 障害が発生したため、 T1 のホスト 1 で作成されたバックアップにリストアする必要があります。

2. セカンダリホスト（ホスト 2 ）がシャットダウンされ、 T1 クラッシュイメージが復元されます。

3. ホスト 1 のストレージボリュームは、 T1 で作成されたバックアップに復元されます。

4. フォワードリカバリは、ホスト 1 およびホスト 2 のログを使用して実行されます。

5. ホスト 2 が開始され、ホスト 2 のシステムレプリケーションの再同期が自動的に開始されます。
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SAP HANA Studio でのリストアとリカバリの処理は、のセクションで説明する手順と同じです "有効なバック
アップの SnapCenter リストアのみを実行してください"。

リストア処理を実行するには、 SnapCenter でリソースを完全に選択してください。両方のホストのボリュー
ムがリストアされます。

フォワードリカバリが完了すると、セカンダリホスト（ホスト 2 ）が起動し、 SAP HANA システムレプリケ
ーションの再同期が開始されます。すべてのデータの完全なレプリケーションが実行されます。

"次へ：もう一方のホストで作成されたバックアップからリストアとリカバリを実行します。"

もう一方のホストで作成されたバックアップからのリストアとリカバリ

"Previous ：単一のリソースを使用する SnapCenter 構成。"

他の SAP HANA ホストで作成されたバックアップからのリストア処理は、両方の SnapCenter 構成オプショ
ンで有効なシナリオです。
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次の図に、このセクションで説明するリストアとリカバリのシナリオの概要を示します。

T1 のホスト 1 にバックアップが作成されました。ホスト 2 へのフェイルオーバーが実行されました。現在の
時点では、ホスト 2 がプライマリホストになります。

1. 障害が発生したため、 T1 のホスト 1 で作成されたバックアップにリストアする必要があります。

2. プライマリホスト（ホスト 1 ）がシャットダウンされます。

3. ホスト 1 のバックアップデータ T1 は、ホスト 2 に復元されます。

4. フォワードリカバリは、ホスト 1 およびホスト 2 のログを使用して実行されます。

5. ホスト 1 が開始され、ホスト 1 のシステムレプリケーションの再同期が自動的に開始されます。

次の図は、 SAP HANA のバックアップカタログを示しており、リストア処理とリカバリ処理に使用した、ホ
スト 1 で作成されたバックアップを強調表示しています。
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リストア処理には次の手順が含まれます。

1. ホスト 1 で作成したバックアップからクローンを作成します。

2. クローンボリュームをホスト 2 にマウントします。

3. クローンボリュームのデータを元の場所にコピーします。

SnapCenter で、バックアップが選択され、クローニング処理が開始されます。
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クローンサーバおよび NFS エクスポートの IP アドレスを指定する必要があります。

SnapCenter のシングルリソース構成では、 SAP HANA プラグインはデータベースホストにイ
ンストールされません。SnapCenter のクローニングワークフローを実行するには、 HANA プ
ラグインがインストールされたすべてのホストをクローンサーバとして使用できます。

+ 別々のリソースを使用する SnapCenter 構成では、 HANA データベースホストがクローンサーバとして選択
され、マウントスクリプトを使用してクローンがターゲットホストにマウントされます。

クローンボリュームのマウントに必要なジャンクションパスを特定するには、次の図に示すように、クローニ
ングジョブのジョブログを確認します。
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これで、クローンボリュームをマウントできるようになります。

stlrx300s8-5:/mnt/tmp # mount 192.168.173.101:/Scc373da37-00ff-4694-b1e1-

8153dbd46caf /mnt/tmp

クローンボリュームには、 HANA データベースのデータが含まれています。

stlrx300s8-5:/mnt/tmp/# ls –al

drwxr-x--x 2 ssradm sapsys 4096 Jun 27 11:12 hdb00001

drwx------ 2 ssradm sapsys 4096 Jun 21 09:38 hdb00002.00003

drwx------ 2 ssradm sapsys 4096 Jun 27 11:12 hdb00003.00003

-rw-r--r-- 1 ssradm sapsys   22 Jun 27 11:12 nameserver.lck

データが元の場所にコピーされます。

stlrx300s8-5:/mnt/tmp # cp -Rp hdb00001 /hana/data/SSR/mnt00001/

stlrx300s8-5:/mnt/tmp # cp -Rp hdb00002.00003/ /hana/data/SSR/mnt00001/

stlrx300s8-5:/mnt/tmp # cp -Rp hdb00003.00003/ /hana/data/SSR/mnt00001/

SAP HANA Studio を使用したリカバリが、の説明に従って実行されます "有効なバックアップの SnapCenter

リストアのみを実行してください"。

"次へ：追加情報の検索場所。"
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追加情報およびバージョン履歴の参照先

"Previous ：もう一方のホストで作成されたバックアップからリストアとリカバリを実行します。"

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、次のドキュメントを参照してください。

• SnapCenter を使用した SAP HANA のバックアップとリカバリ

"https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf"

• 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

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/lifecycle/sc-copy-clone-introduction.html"

• SAP HANA Disaster Recovery with Storage Replication 』を参照してください

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

"次へ：バージョン履歴。"

バージョン履歴

"前へ（ Previous ）：追加情報を検索する場所。"

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 10 月 初版

バージョン 2.0 以降 2022 年 1 月 SnapCenter 4.6 HANA システムレ
プリケーションのサポートに対応
するように更新

Azure NetApp Files を使用した SAP HANA ディザスタリカバ
リ

TR-4891 ：『 SAP HANA disaster recovery with Azure NetApp Files 』

Nils Bauer 、 NetApp Ralf Klahr 、 Microsoft

調査によると、ビジネスアプリケーションのダウンタイムは企業のビジネスに大きな悪影響を与えることがわ
かっています。財務面での影響に加えて、ダウンタイムは企業の評判、スタッフの士気、顧客ロイヤルティを
損なう可能性もあります。驚くべきことに、すべての企業が包括的なディザスタリカバリポリシーを持ってい
るわけではありません。

SAP HANA on Azure NetApp Files （ ANF ）を実行すると、 SAP HANA に組み込まれているデータ保護機能
やディザスタリカバリ機能を拡張、向上させる追加機能を利用できます。この概要セクションでは、お客様が
ビジネスニーズをサポートするオプションを選択できるように、これらのオプションについて説明します。

包括的なディザスタリカバリポリシーを作成するには、データ保護とディザスタリカバリに必要なビジネスア
プリケーションの要件と技術的な機能を理解する必要があります。次の図に、データ保護の概要を示します。
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ビジネスアプリケーションの要件

ビジネスアプリケーションの主要な指標として、次の 2 つがあります。

• Recovery Point Objective （ RPO ；目標復旧時点）、またはデータ損失の許容量の上限

• Recovery Time Objective （ RTO ；目標復旧時間）、またはビジネスアプリケーションの最大許容ダウン
タイム

これらの要件は、使用するアプリケーションの種類とビジネスデータの性質によって定義されます。1 つの
Azure リージョンで障害から保護する場合は、 RPO と RTO が異なることがあります。また、 Azure リージ
ョン全体の損失など、災害による災害に備える場合にも同じように、災害によって異なることがありま
す。RPO と RTO は、利用可能な技術的オプションに大きく影響するため、これらの要件によって定義される
ビジネス要件を評価することが重要です。

高可用性

仮想マシン、ネットワーク、ストレージなど、 SAP HANA 用のインフラには、単一点障害がないように冗長
コンポーネントが必要です。MS Azure は、さまざまなインフラコンポーネントに対して冗長性を提供しま
す。

コンピューティング側とアプリケーション側で高可用性を実現するために、スタンバイの SAP HANA ホスト
は、 SAP HANA マルチホストシステムを使用して、組み込みの高可用性を実現するように構成できます。サ
ーバまたは SAP HANA サービスに障害が発生すると、 SAP HANA サービスがスタンバイホストにフェイル
オーバーするため、アプリケーションのダウンタイムが発生します。

サーバやアプリケーションの障害時にアプリケーションのダウンタイムが許容されない場合は、 SAP HANA

システムのレプリケーションをハイアベイラビリティ解決策として使用して、非常に短時間でフェイルオーバ
ーを実現することもできます。SAP のお客様は、 HANA システムレプリケーションを使用して、計画外障害
に対する高可用性を実現できるだけでなく、 HANA ソフトウェアのアップグレードなどの計画的運用のダウ
ンタイムを最小限に抑えることができます。
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論理的破損

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。そのため、論理的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、 RTO と RPO の要件が満たされないことがあります。

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。システムを破損前の特定の
時点にリストアするとデータが失われるため、 RPO はゼロより大きくなります。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、生産性の高いシステムを停止する必要はありません。また、最良の
シナリオでは、データが失われたり、データの一部しか失われたりすることはありません。

修復システムのセットアップに必要な手順は、このドキュメントで説明するディザスタリカバ
リのテストシナリオと同じです。そのため、説明したディザスタリカバリ解決策を拡張して、
論理的な破損にも簡単に対処できます。

バックアップ

さまざまなポイントインタイムデータセットからリストアとリカバリを実行できるようにバックアップが作成
されている。通常、これらのバックアップは数日から数週間保持されます。

破損の種類に応じて、データを損失するかどうかに関係なく、リストアとリカバリを実行できます。RPO を
ゼロにする必要がある場合は、プライマリストレージとバックアップストレージが失われた場合でも、バック
アップを同期データレプリケーションと組み合わせる必要があります。

リストアとリカバリの RTO は、必要なリストア時間、リカバリ時間（データベースの起動を含む）、および
データをメモリにロードすることによって定義されます。大規模なデータベースや従来のバックアップ方法で
は、 RTO が数時間に及ぶことがありますが、これは許容されない場合があります。RTO を大幅に短縮するに
は、バックアップを、データをメモリにプリロードすることを含むホットスタンバイ解決策と組み合わせる必
要があります。

一方、バックアップ解決策は、データレプリケーションソリューションがあらゆる種類の論理的破損に対応で
きないため、論理的破損に対処する必要があります。

同期または非同期のデータレプリケーション

RPO は、主に、使用するデータレプリケーション方法を決定します。RPO をゼロにする必要がある場合は、
プライマリストレージとバックアップストレージが失われた場合でも、データを同期的にレプリケートする必
要があります。ただし、同期レプリケーションについては、 2 つの Azure リージョン間の距離などの技術的
な制限があります。ほとんどの場合、同期レプリケーションは 100km を超えるレイテンシから受ける距離に
は適していないため、 Azure リージョン間でのデータレプリケーションには対応できません。

RPO を大きくすることが許容される場合は、長距離間で非同期レプリケーションを使用できます。この場合
の RPO は、レプリケーションの頻度によって定義されます。
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HANA システムのレプリケーションでデータプリロードを設定するかどうか

SAP HANA データベースの起動時間は、従来のデータベースよりもはるかに長くなります。これは、データ
ベースが期待されるパフォーマンスを提供するためには、大量のデータをメモリにロードする必要があるため
です。そのため、 RTO の大部分はデータベースの起動に必要な時間です。ストレージベースのレプリケーシ
ョンに加えて、 HANA システムレプリケーションを事前ロードなしで実行する場合、ディザスタリカバリサ
イトにフェイルオーバーするためには、 SAP HANA データベースを起動する必要があります。

SAP HANA システムレプリケーションでは、データがプリロードされ、セカンダリホストで継続的に更新さ
れる動作モードが提供されます。このモードでは、 RTO の値が非常に低くなりますが、ソースシステムから
のレプリケーションデータの受信にのみ使用される専用のサーバが必要になります。

"次の例は、ディザスタリカバリ解決策の比較です。"

ディザスタリカバリ解決策の比較

"前のバージョン： Azure NetApp Files を使用した SAP HANA ディザスタリカバリの概要"

包括的なディザスタリカバリ解決策では、お客様がプライマリサイトの完全な障害からリカバリできるように
する必要があります。そのため、サイト障害が発生した場合に必要な本番用 SAP HANA システムを実行する
には、データをセカンダリサイトに転送し、インフラ全体を構築する必要があります。アプリケーションの可
用性の要件や保護する災害の種類に応じて、 2 サイトまたは 3 サイトのディザスタリカバリ解決策を検討す
る必要があります。

次の図は、データが同じ Azure リージョン内で同時に 2 つ目のアベイラビリティゾーンにレプリケートされ
る一般的な設定を示しています。短距離では、データを同期的にレプリケートして、 RPO をゼロにすること
ができます（一般に HA の提供に使用されます）。

また、プライマリリージョンに影響が生じた場合は、災害から保護するためにデータがセカンダリリージョン
に非同期でレプリケートされます。達成可能な最小 RPO は、データレプリケーションの頻度によって異なり
ます。この頻度は、プライマリリージョンとセカンダリリージョンの間で使用可能な帯域幅によって制限され
ます。一般的な最小 RPO は、 20 分から複数時間の範囲です。

このドキュメントでは、 2 リージョンのディザスタリカバリ解決策のさまざまな実装オプションについて説
明します。
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SAP HANA システムレプリケーション

SAP HANA システムレプリケーションはデータベースレイヤで機能します。解決策は、プライマリシステム
から変更を受信するディザスタリカバリサイトにある追加の SAP HANA システムに基づいています。このセ
カンダリシステムは、プライマリシステムと同じである必要があります。

SAP HANA システムレプリケーションは、次のいずれかのモードで実行できます。

• データがメモリにプリロードされており、ディザスタリカバリサイトにある専用サーバにロードされてい
る場合：

◦ このサーバは、 SAP HANA システムレプリケーションセカンダリホストとしてのみ使用されます。

◦ データはすでにメモリにロードされており、フェイルオーバー時にデータベースを起動する必要がな
いため、 RTO 値は非常に低くなります。

• メモリおよび災害復旧サイトの共有サーバにデータがプリロードされていない場合：

◦ サーバは、 SAP HANA システムレプリケーションセカンダリシステムおよび開発 / テストシステムと
して共有されます。

◦ RTO は、主にデータベースの起動とメモリへのデータのロードに必要な時間に左右されます。

すべての設定オプションとレプリケーションシナリオの概要の詳細については、を参照してください "『 SAP

HANA Administration Guide 』をご覧ください"。

次の図は、 SAP HANA システムレプリケーションを使用した 2 リージョンのディザスタリカバリ解決策のセ
ットアップを示しています。メモリにプリロードされたデータを含む同期レプリケーションは、同じ Azure

リージョン内のローカル HA には使用されますが、アベイラビリティゾーンによって異なります。リモートの
ディザスタリカバリリージョンには、データがプリロードされていない非同期レプリケーションが設定されて
います。

次の図は、 SAP HANA システムレプリケーションを示しています。
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SAP HANA システムレプリケーションとメモリにデータがプリロードされています

SAP HANA の RTO 値が非常に低い場合は、メモリにデータがプリロードされた SAP HANA System

Replication でのみ達成できます。ディザスタリカバリサイトにある専用のセカンダリサーバを使用して SAP

HANA システムレプリケーションを運用すると、 RTO の値が約 1 分以下になります。複製されたデータは、
セカンダリシステムのメモリにロードされて受信されます。フェイルオーバーにかかる時間が短く、 SAP

HANA システムレプリケーションは、 HANA ソフトウェアのアップグレードなど、ダウンタイムがほぼゼロ
に近いメンテナンス処理にも使用されることがよくあります。

通常、 SAP HANA システムレプリケーションは、データプリロードが選択されたときに同期的にレプリケー
トされるように設定されます。同期レプリケーションでサポートされる最大距離は 100km です。

SAP システムレプリケーション：メモリにデータがプリロードされていません

RTO 要件が厳しくない場合は、データがプリロードされていなくても SAP HANA システムレプリケーション
を使用できます。この運用モードでは、ディザスタリカバリ領域のデータはメモリにロードされません。DR

リージョンのサーバは、必要なすべての SAP HANA プロセスを実行する SAP HANA システムレプリケーシ
ョンの処理にも使用されます。ただし、サーバのメモリのほとんどは、 SAP HANA 開発 / テストシステムな
どの他のサービスを実行するために使用できます。

障害が発生した場合は、開発 / テストシステムをシャットダウンし、フェイルオーバーを開始して、データを
メモリにロードする必要があります。このコールドスタンバイアプローチの RTO は、データベースのサイズ
と、行ストアと列ストアの負荷時の読み取りスループットによって異なります。1000Mbps のスループットで
データが読み取られることを前提として、 1TB のデータをロードするには約 18 分かかります。

ANF クロスリージョンレプリケーションを使用した SAP HANA ディザスタリカバリ

ANF には、非同期データレプリケーションを使用したディザスタリカバリ解決策として ANF に組み込まれて
います。ANF クロスリージョンレプリケーションは、プライマリリージョンとセカンダリ Azure リージョン
の 2 つの ANF ボリューム間でデータ保護関係を介して設定されます。ANF のクロスリージョンレプリケーシ
ョンでは、ブロックの差分レプリケーションを効率的に使用してセカンダリボリュームが更新されます。更新
スケジュールはレプリケーション設定時に定義できます。

次の図は、 ANF クロスリージョンレプリケーションを使用した 2 リージョンのディザスタリカバリ解決策の
例を示しています。この例では、前の章で説明したように、 HANA システムはプライマリリージョン内で
HANA システムレプリケーションによって保護されています。セカンダリリージョンへのレプリケーション
は、 ANF のクロスリージョンレプリケーションを使用して実行されます。RPO は、レプリケーションスケジ
ュールとレプリケーションオプションによって定義されます。

RTO は、主に、ディザスタリカバリサイトで HANA データベースを起動してメモリにデータをロードするの
に必要な時間に左右されます。データの読み取りスループットが 1000Mb/s の場合、 1TB のデータをロード
するには約 18 分かかります。レプリケーション設定に応じて、フォワードリカバリが必要で、 RTO の合計
値にも加算されます。

さまざまな設定オプションの詳細については、の章を参照してください "SAP HANA を使用したリージョン間
レプリケーションの構成オプション"。

通常の運用中は、ディザスタリカバリサイトのサーバを開発 / テストシステムとして使用できます。災害が発
生した場合は、開発 / テスト用システムをシャットダウンし、 DR 本番用サーバとして起動する必要がありま
す。

ANF クロスリージョンレプリケーションを使用すると、 RPO と RTO に影響を与えることなく DR ワークフ
ローをテストできます。そのためには、ボリュームクローンを作成し、 DR テストサーバに接続します。
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ディザスタリカバリソリューションの概要

次の表に、このセクションで説明したディザスタリカバリソリューションの比較を示し、最も重要な指標を示
します。

主な調査結果は次のとおりです。

• RTO が非常に低い場合は、プリロードが設定された SAP HANA システムレプリケーションが唯一のオプ
ションです。

◦ DR サイトに専用のサーバが必要となります。これにより、レプリケートされたデータを受信してデ
ータをメモリにロードできます。

• また、データベースの外部にあるデータ（共有ファイル、インターフェイスなど）にもストレージレプリ
ケーションが必要です。

• RTO / RPO の要件が厳しい場合は、 ANF のクロスリージョンレプリケーションを使用して次のことを行
うこともできます。

◦ データベースと非データベースのデータレプリケーションを組み合わせます。

◦ ディザスタリカバリのテストや開発 / テストの更新など、その他のユースケースについて説明しま
す。

◦ ストレージレプリケーションを行うことで、 DR サイトのサーバを QA またはテストシステムとして
通常運用時に使用できます。

• RPO = 0 の HA 解決策として SAP HANA システムレプリケーションを組み合わせ、長距離のストレージ
レプリケーションを行う場合は、さまざまな要件に対応することが重要です。

次の表に、ディザスタリカバリソリューションの比較を示します。

ストレージレプリケーシ
ョン

SAP HANA システムのレプリケーション

* リージョン間レプリケー
ション *

* データプリロードあり * * データプリロードなし *
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ストレージレプリケーシ
ョン

SAP HANA システムのレプリケーション

RTO データベースの起動時間
およびフォワードリカバ
リに応じて、低 ～ 中

とても低いです データベースの起動時間
に応じて、低から中に移
動します

RPO RPO > 20 分の非同期レプ
リケーション

RPO > 20 分の非同期レプ
リケーション RPO = 0 の
同期レプリケーション

RPO > 20 分の非同期レプ
リケーション RPO = 0 の
同期レプリケーション

DR サイトのサーバは、開
発とテストに使用できま
す

はい。 いいえ はい。

データベース以外のデー
タのレプリケーション

はい。 いいえ いいえ

DR データは、開発 / テス
トシステムの更新に使用
できます

はい。 いいえ いいえ

RTO と RPO に影響を与
えずに DR テストを実施

はい。 いいえ いいえ

"次のセクションでは、 SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーションについて説明しま
す。"

SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション

SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション

"Previous ：ディザスタリカバリの解決策比較"

アプリケーションに依存しないクロスリージョンレプリケーションの情報は、で確認できます "Azure NetApp

Files のドキュメント | Microsoft ドキュメント" を参照してください。

"次へ： SAP HANA によるクロスリージョンレプリケーションの設定オプション。"

SAP HANA によるクロスリージョンレプリケーションの設定オプション

"前の課題： SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション。"

次の図は、 ANF クロスリージョンレプリケーションを使用した SAP HANA システムのボリュームレプリケ
ーション関係を示しています。ANF クロスリージョンレプリケーションでは、 HANA データと HANA 共有ボ
リュームがレプリケートされている必要があります。HANA データボリュームのみがレプリケートされている
場合、通常の RPO 値は 1 日の範囲になります。RPO の値を低くする必要がある場合は、 HANA のログバッ
クアップもフォワードリカバリのためにレプリケートする必要があります。

このドキュメントで使用されている「ログバックアップ」という用語には、ログバックアップ
と HANA バックアップカタログバックアップが含まれています。フォワードリカバリ処理を実
行するには、 HANA のバックアップカタログが必要です。
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以下の概要とラボ環境は、 HANA データベースを対象としています。SAP 転送ディレクトリな
どのその他の共有ファイルは、 HANA 共有ボリュームと同じように保護およびレプリケートさ
れます。

ログバックアップを使用して HANA のセーブポイントリカバリまたはフォワードリカバリを有効にするに
は、アプリケーションと整合性のあるデータ Snapshot バックアップを、 HANA データボリュームのプライ
マリサイトに作成する必要があります。これは、 ANF バックアップツール AzAcSnap を使用した場合などに
実行できます（も参照） "Azure NetApp Files | Microsoft Docs 用の Azure Application Consistent Snapshot ツ
ールとは何ですか"）。プライマリサイトで作成された Snapshot バックアップが、 DR サイトにレプリケー
トされます。

災害時のフェイルオーバーの場合は、レプリケーション関係を解除し、ボリュームを DR 本番用サーバにマウ
ントして、 HANA データベースを最後の HANA セーブポイントにリカバリするか、レプリケートされたログ
バックアップを使用してフォワードリカバリでリカバリする必要があります。の章 "ディザスタリカバリフェ
イルオーバー"では、必要な手順について説明します。

次の図は、複数リージョンレプリケーション用の HANA 構成オプションを示しています。

現在のバージョンのクロスリージョンレプリケーションでは、固定のスケジュールのみを選択でき、実際のレ
プリケーション更新時間はユーザが定義することはできません。スケジュールは、毎日、毎時、および 10 分
ごとに設定できます。これらのスケジュールオプションを使用すると、 RPO の要件に応じて、毎時または
10 分ごとの異なるスケジュールでのデータボリュームのレプリケーションとログバックアップのレプリケー
ションの 2 種類の設定が有効になります。達成可能な最小の RPO は約 20 分です。次の表に、設定オプショ
ンと、結果として得られる RPO と RTO の値を示します。

データボリュームのレプ
リケーション

データとログのバックア
ップ・ボリューム・リス
トア

データとログのバックア
ップ・ボリューム・リス
トア

CRR スケジュールのデー
タ・ボリューム

毎日 毎日 毎日
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データボリュームのレプ
リケーション

データとログのバックア
ップ・ボリューム・リス
トア

データとログのバックア
ップ・ボリューム・リス
トア

CRR のスケジュールログ
バックアップボリューム

該当なし 毎時 10 分

最大 RPO +24 時間 + Snapshot スケ
ジュール（ 6 時間など）
+

1 時間 2 x 10 分

最大 RTO 主に HANA の起動時間に
よって定義されます

+ HANA の起動時間 + リ
カバリ時間 +

+ HANA の起動時間 + リ
カバリ時間 +

フォワードリカバリ 該当なし + 過去 24 時間のログ +

Snapshot スケジュール（
6 時間など） +

+ 過去 24 時間のログ +

Snapshot スケジュール（
6 時間など） +

"次のステップ：要件とベストプラクティス"

要件およびベストプラクティス

"Previous ： SAP HANA を使用したクロスリージョンレプリケーションの設定オプション。"

Microsoft Azure では、作成時や割り当て解除された VM の起動時に、特定の仮想マシン（ VM ）タイプの可
用性が保証されません。具体的には、リージョンで障害が発生した場合、多くのクライアントでディザスタリ
カバリリージョンに追加の VM が必要になることがあります。そのため、ディザスタリカバリ領域でテストシ
ステムまたは QA システムとして、必要なサイズの VM を、必要な VM タイプを割り当ててアクティブに使
用することを推奨します。

コストを最適化するには、通常運用時にパフォーマンス階層を下げた ANF 容量プールを使用することを推奨
します。データレプリケーションには高パフォーマンスは必要ないため、標準のパフォーマンス階層では大容
量プールを使用する可能性があります。ディザスタリカバリのテストやディザスタフェイルオーバーが必要な
場合は、高パフォーマンス階層を使用する大容量プールにボリュームを移動する必要があります。

2 つ目の容量プールがオプションでない場合は、通常運用時のパフォーマンス要件ではなく、容量要件に基づ
いてレプリケーションターゲットボリュームを設定する必要があります。クォータまたはスループット（手動
QoS の場合）は、ディザスタリカバリのテスト用にディザスタフェイルオーバーの際に適用できます。

詳細については、を参照してください "Azure NetApp Files ボリュームのリージョン間レプリケーションを使
用する場合の要件と考慮事項 | Microsoft Docs"。

"次の手順：ラボのセットアップ"

ラボのセットアップ

"以前：要件とベストプラクティス"

解決策の検証は、 SAP HANA シングルホストシステムで実行されています。ANF 用 Microsoft AzAcSnap

Snapshot バックアップツールを使用して、 HANA アプリケーションと整合性のある Snapshot バックアップ
を設定しました。日次データボリューム、時間単位のログバックアップ、および共有ボリュームレプリケーシ
ョンがすべて設定されました。ディザスタリカバリのテストとフェイルオーバーは、フォワードリカバリ処理
と同様に、保存ポイントで検証済みです。

ラボ環境で使用しているソフトウェアのバージョンを次に示します。
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• シングルホスト SAP HANA 2.0 SPS5 システムとシングルテナント

• SUSE SLES for SAP 15 SP1

• AzAcSnap 5.0

DR サイトに、手動 QoS を設定した単一の容量プールが設定されている。

次の図は、ラボのセットアップを示しています。

AzAcSnap を使用した Snapshot バックアップ設定

プライマリサイトでは、 HANA システム PR1 のアプリケーションと整合性のある Snapshot バックアップを
作成するように AzAcSnap が設定されています。これらの Snapshot バックアップは、次の 2 つの図に示す
ように、 PR1 HANA システムの ANF データボリュームで利用でき、 SAP HANA バックアップカタログにも
登録されています。Snapshot バックアップは 4 時間ごとにスケジュールされています。

ANF クロスリージョンレプリケーションを使用してデータボリュームをレプリケーションすると、これらの
Snapshot バックアップがディザスタリカバリサイトにレプリケートされ、 HANA データベースのリカバリに
使用できます。

次の図は、 HANA データボリュームの Snapshot バックアップを示しています。
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次の図は、 SAP HANA のバックアップカタログを示しています。

"次のセクション： ANF クロスリージョンレプリケーションの設定手順"

ANF クロスリージョンレプリケーションの設定手順

"前の手順：ラボのセットアップ"

ボリュームレプリケーションを設定する前に、ディザスタリカバリサイトでいくつかの準備手順を実行する必
要があります。

• ネットアップアカウントが利用可能で、ソースと同じ Azure サブスクリプションで設定されている必要が
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あります。

• 容量プールは、前述のネットアップアカウントを使用して使用および設定する必要があります。

• 仮想ネットワークが使用可能で、設定されている必要があります。

• 仮想ネットワーク内で ANF で使用するためには、委任サブネットが使用可能で構成されている必要があ
ります。

HANA データ、 HANA 共有、 HANA ログバックアップボリュームの保護ボリュームを作成できるようになり
ました。このラボ環境でのデスティネーションボリュームの設定を次の表に示します。

最高のレイテンシを実現するには、災害時のフェイルオーバー時に SAP HANA を実行する VM

の近くにボリュームを配置する必要があります。そのため、他の SAP HANA 本番システムと同
じピン固定プロセスが DR ボリュームに必要です。

HANA ボリューム ソース 宛先 レプリケーションスケジ
ュール

HANA データボリューム pr1 -data-mnt00001 pr1 -data-mnt00001 -sm

-dest
毎日

HANA 共有ボリューム PR1 - 共有 pr1 -shared-sm-dest 毎時

HANA のログ / カタログ
のバックアップボリュー
ム

ハンナバックアップ hanabackup-sm -dest 毎時

ボリュームごとに、次の手順を実行する必要があります。

1. DR サイトに新しい保護ボリュームを作成します。

a. ボリューム名、容量プール、クォータ、およびネットワークの情報を指定します。

b. プロトコルとボリュームのアクセス情報を指定します。

c. ソースボリュームの ID とレプリケーションスケジュールを指定します。

d. ターゲットボリュームを作成します。

2. ソースボリュームでレプリケーションを許可します。

◦ ターゲットボリュームの ID を指定します。

以下のスクリーンショットは、設定手順を詳しく示しています。

ディザスタリカバリサイトでは、ボリュームを選択して Add Data Replication （データレプリケーションの追
加）をクリックすることで、新しい保護ボリュームが作成されます。[Basics] タブでは、ボリューム名、容量
プール、およびネットワーク情報を入力する必要があります。

ボリュームのパフォーマンスはレプリケーションプロセスには影響しないため、ボリュームの
クォータは容量要件に基づいて設定できます。ディザスタリカバリフェイルオーバーの場合
は、実際のパフォーマンス要件を満たすようにクォータを調整する必要があります。

容量プールで QoS が手動で設定されている場合は、容量の要件に加えてスループットも設定で
きます。上記と同様に、通常運用時はスループットの値を低く設定して、ディザスタリカバリ
フェイルオーバー時に設定することができます。
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Protocol タブで、ネットワークプロトコル、ネットワークパス、およびエクスポートポリシーを指定する必要
があります。

プロトコルは、ソースボリュームで使用されているプロトコルと同じである必要があります。
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Replication （レプリケーション）タブで、ソースボリューム ID とレプリケーションスケジュールを設定する
必要があります。データボリュームのレプリケーションについては、ラボのセットアップで日次レプリケーシ
ョンスケジュールを設定しました。

ソースボリュームの ID は、ソースボリュームのプロパティ画面からコピーできます。
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最後の手順として、ターゲットボリュームの ID を指定してソースボリュームでレプリケーションを許可する
必要があります。

デスティネーションボリュームのプロパティ画面からデスティネーションボリューム ID をコピ
ーできます。
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HANA 共有ボリュームとログバックアップボリュームで同じ手順を実行する必要があります。

"次のセクション： ANF のクロスリージョンレプリケーションを監視します。"

ANF のクロスリージョンレプリケーションを監視しています

"前のセクション： ANF クロスリージョンレプリケーションの設定手順"

レプリケーションのステータス

次に示す 3 つのスクリーンショットは、データ、ログバックアップ、および共有ボリュームのレプリケーシ
ョンステータスを示しています。

ボリュームレプリケーションの遅延時間は、 RPO の期待値を把握するのに役立ちます。たとえば、ログバッ
クアップボリュームのレプリケーションで最大遅延時間が 58 分と表示されています。つまり、 RPO の最大
値は同じです。

転送時間と転送サイズによって、必要な帯域幅とレプリケートされたボリュームの速度に関する有用な情報が
提供されます。

次のスクリーンショットは、 HANA データボリュームのレプリケーションステータスを示しています。
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次のスクリーンショットは、 HANA のログバックアップボリュームのレプリケーションステータスを示して
います。
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次のスクリーンショットは、 HANA 共有ボリュームのレプリケーションステータスを示しています。

レプリケートされた Snapshot バックアップ

ソースボリュームからターゲットボリュームへのレプリケーションの更新が行われるたびに、前回と現在の更
新の間に行われたすべてのブロックの変更がターゲットボリュームにレプリケートされます。これには、ソー
スボリュームで作成された Snapshot も含まれます。次のスクリーンショットは、ターゲットボリュームで使
用可能な Snapshot を示しています。すでに説明したように、 AzAcSnap ツールによって作成される各スナッ
プショットは、アプリケーションと整合性のある HANA データベースのイメージであり、セーブポイントま
たはフォワードリカバリのいずれかを実行するために使用できます。

ソースボリュームとターゲットボリュームに SnapMirror Snapshot コピーが作成され、再同期
処理とレプリケーション更新処理にも使用されます。これらの Snapshot コピーは、 HANA デ
ータベースの観点からはアプリケーションと整合性がありません。 HANA のリカバリ処理に
は、 AzaCSsnap で作成されたアプリケーションと整合性のある Snapshot のみを使用できま
す。
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"次は、ディザスタリカバリのテストです。"

ディザスタリカバリのテスト

ディザスタリカバリのテスト

"前のバージョン： ANF のクロスリージョンレプリケーションを監視する。"

効果的なディザスタリカバリ戦略を実装するには、必要なワークフローをテストする必要があります。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、管理者が必要な手順につ
いてトレーニングできるようにします。

ANF のクロスリージョンレプリケーションにより、 RTO と RPO をリスクにさらすことなくディザスタリカ
バリテストを実施できます。ディザスタリカバリのテストは、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。

ディザスタリカバリテストのワークフローでは、 ANF 機能セットを利用して、ディザスタリカバリターゲッ
トの既存の Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。を参照してください "Azure

NetApp Files スナップショットの仕組み | Microsoft Docs"。

ログバックアップレプリケーションがディザスタリカバリの設定に含まれているかどうかに応じて、ディザス
タリカバリの手順は少し異なります。ここでは、データバックアップのみのレプリケーション、およびログバ
ックアップボリュームのレプリケーションと組み合わせたデータボリュームのレプリケーションに対するディ
ザスタリカバリのテストについて説明します。

ディザスタリカバリテストを実行するには、次の手順を実行します。

1. ターゲットホストを準備します。

2. ディザスタリカバリサイトでの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。

3. ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします。

4. HANA データベースをリカバリします。

◦ データボリュームのリカバリのみ
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◦ レプリケートされたログバックアップを使用してリカバリを転送する。

以降のサブセクションで、これらの手順について詳しく説明します。

"次の手順：ターゲットホストを準備します。"

ターゲットホストを準備します

"Previous ：ディザスタリカバリのテスト。"

ここでは、ディザスタリカバリのフェイルオーバーテストに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、通常はターゲットホストがその他の目的に使用され
ます。そのため、災害時のフェイルオーバーテストを実行するときには、ほとんどの手順を実行する必要があ
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。ディザスタリカバリテスト用の手順では、準備され
た関連する構成ファイルが正しく設定されているかどうかが確認されます

ターゲット・ホストの準備には、 HANA QA またはテスト・システムのシャットダウン、および 'systemctl

stop sapinit' を使用したすべてのサービスの停止も含まれます

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し、論理的にデータが破損する可
能性があります。
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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。

ホストが HANA QA またはテストシステムとして使用されている場合は、 SAP ホストエージェ
ントソフトウェアがすでにインストールされています。

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。

vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices

#!/bin/sh

LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export

LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv

pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm

limit.descriptors=1048576

HANA のログボリュームを準備

HANA のログボリュームはレプリケーションの一部ではないため、空のログボリュームがターゲットホストに
存在している必要があります。ログボリュームには、ソース HANA システムと同じサブディレクトリを含め
る必要があります。

vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/

total 16

drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .

drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..

drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001

drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003

drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003

vm-pr1:~ #

ログバックアップボリュームを準備

ソースシステムは HANA ログバックアップ用の個別のボリュームで構成されているため、ターゲットホスト
にログバックアップボリュームも必要です。ログバックアップ用のボリュームを設定し、ターゲットホストに
マウントする必要があります。
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ディザスタリカバリの設定でログバックアップボリュームのレプリケーションを行う場合は、 Snapshot に
基づく新しいボリュームがターゲットホストにマウントされるため、ログバックアップボリュームを追加で準
備する必要はありません。

ファイルシステムのマウントを準備

次の表に、このラボ環境で使用する命名規則を示します。災害復旧サイトの新しいボリュームのボリューム名
は '/etc/fstab に含まれていますこれらのボリューム名は、次のセクションのボリューム作成手順で使用しま
す。

HANA PR1 ボリューム ディザスタリカバリサイトに新し
いボリュームとサブディレクトリ
を配置します

ターゲットホストのマウントポイ
ント

データボリューム pr1 -data-mnt00001 -sm -dest

-clone

/hana/data /pr1/mnt00001

共有ボリューム pr1 -shared-sm-dest-clone/shared

pr1 -shared-sm-dest-clone /usr/sap-

pr1

/hana/shared /usr/sap/pr1

ログバックアップボリューム hanabbackup-sm-dest- クローン / はなんバックアップ

この表に記載されているマウントポイントは、ターゲットホストに作成する必要があります。

ここでは ' 必須の /etc/fstab エントリを示します

vm-pr1:~ # cat /etc/fstab

# HANA ANF DB Mounts

10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone /hana/data/PR1/mnt00001 nfs

rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa

time,lock,_netdev,sec=sys  0  0

10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs

rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa

time,lock,_netdev,sec=sys  0  0

# HANA ANF Shared Mounts

10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/hana-shared /hana/shared nfs

rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa

time,lock,_netdev,sec=sys  0  0

10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs

rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa

time,lock,_netdev,sec=sys  0  0

# HANA file and log backup destination

10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest-clone    /hanabackup nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n

olock 0 0

"次の手順：ディザスタリカバリサイトでの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成しま
す。"
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ディザスタリカバリサイトでの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します

"前の手順：ターゲットホストを準備します。"

ディザスタリカバリの設定によっては（ログバックアップレプリケーションを使用するかどうかに関係なく
）、 Snapshot バックアップに基づいて 2 つまたは 3 つの新しいボリュームを作成する必要があります。どち
らの場合も、データの新しいボリュームと HANA 共有ボリュームを作成する必要があります。ログバックア
ップデータもレプリケートする場合は、ログバックアップボリュームの新しいボリュームを作成する必要があ
ります。この例では、データとログバックアップボリュームがディザスタリカバリサイトにレプリケートされ
ています。以下の手順では、 Azure Portal を使用します。

1. アプリケーションと整合性のある Snapshot バックアップの 1 つが、 HANA データボリュームの新しいボ
リュームのソースとして選択されています。新規ボリュームへのリストアは、 Snapshot バックアップに
基づいて新しいボリュームを作成する場合に選択されます。

2. 新しいボリューム名とクォータをユーザインターフェイスに指定する必要があります。
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3. プロトコルタブでは、ファイルパスとエクスポートポリシーが設定されます。
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4. Create and Review （作成およびレビュー）画面に構成の概要が表示されます。
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5. これで、 HANA の Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームが作成されました。
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次の 2 つのスクリーンショットに示すように、 HANA 共有ボリュームとログバックアップボリュームで同じ
手順を実行する必要があります。HANA の共有バックアップボリュームとログバックアップボリュームには
Snapshot が追加で作成されていないため、新しいボリュームのソースとして最新の SnapMirror Snapshot コ
ピーを選択する必要があります。これは非構造化データであり、 SnapMirror Snapshot コピーを使用してこの
ユースケースに対応できます。

次のスクリーンショットは、新しいボリュームにリストアされた HANA 共有ボリュームを示しています。

高パフォーマンス階層が低い大容量プールを使用している場合は、必要なパフォーマンスを提
供する容量プールにボリュームを移動する必要があります。

これで 3 つの新しいボリュームがすべて使用できるようになり、ターゲットホストにマウントできるように
なります。

"Next ：ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします。"
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ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします

"Previous ：ディザスタリカバリサイトの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成しま
す。"

これで ' 前に作成した /etc/fstab ファイルに基づいて ' 新しいボリュームをターゲット・ホストにマウントでき
るようになります

vm-pr1:~ # mount -a

次の出力は、必要なファイルシステムを示しています。

vm-pr1:/hana/data/PR1/mnt00001/hdb00001 # df

Filesystem                                        1K-blocks     Used

Available Use% Mounted on

devtmpfs                                            8190344        8

8190336   1% /dev

tmpfs                                              12313116        0

12313116   0% /dev/shm

tmpfs                                               8208744    17292

8191452   1% /run

tmpfs                                               8208744        0

8208744   0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda4                                          29866736  2438052

27428684   9% /

/dev/sda3                                           1038336   101520

936816  10% /boot

/dev/sda2                                            524008     1072

522936   1% /boot/efi

/dev/sdb1                                          32894736    49176

31151560   1% /mnt

tmpfs                                               1641748        0

1641748   0% /run/user/0

10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr                  107374182400      256

107374182144   1% /hana/log/PR1/mnt00001

10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone      107377026560  6672640

107370353920   1% /hana/data/PR1/mnt00001

10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/hana-shared 107377048320 11204096

107365844224   1% /hana/shared

10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/usr-sap-PR1 107377048320 11204096

107365844224   1% /usr/sap/PR1

10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest-clone             107379429120 35293440

107344135680   1% /hanabackup

"Next ： HANA データベースのリカバリ"
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HANA データベースのリカバリ

"Previous ：ターゲットホストにボリュームをマウントします。"

必要な SAP サービスを開始します。

vm-pr1:~ # systemctl start sapinit

次の出力は、必要なプロセスを示しています。

vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap

root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00

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

pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00

/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv

pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm

sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00

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

root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00

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

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

root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap

以降のサブセクションでは、複製されたログ・バックアップを使用した、フォワード・リカバリを行う場合と
しない場合のリカバリ・プロセスについて説明しますリカバリは、システムデータベース用の HANA リカバ
リスクリプトおよびテナントデータベース用の hdbsql コマンドを使用して実行されます。

最新の HANA データボリュームバックアップセーブポイントへのリカバリ

最新のバックアップセーブポイントへのリカバリは ' ユーザー pr1adm として次のコマンドを使用して実行さ
れます

• システムデータベース

recoverSys.py --command "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG”

• テナントデータベース

Within hdbsql: RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG

また、 HANA Studio または Cockpit を使用して、システムとテナントデータベースのリカバリを実行するこ
ともできます。

次のコマンド出力は、リカバリの実行を示しています。
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システムデータベースのリカバリ

pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py

--command="RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"

[139702869464896, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 14:32:16

2021)

[139702869464896, 0.008] args: ()

[139702869464896, 0.009] keys: {'command': 'RECOVER DATA USING SNAPSHOT

CLEAR LOG'}

using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log

recoverSys started: ============2021-02-19 14:32:16 ============

testing master: vm-pr1

vm-pr1 is master

shutdown database, timeout is 120

stop system

stop system on: vm-pr1

stopping system: 2021-02-19 14:32:16

stopped system: 2021-02-19 14:32:16

creating file recoverInstance.sql

restart database

restart master nameserver: 2021-02-19 14:32:21

start system: vm-pr1

sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']

sapcontrol returned successfully:

2021-02-19T14:32:56+00:00  P0027646      177bab4d610 INFO    RECOVERY

RECOVER DATA finished successfully

recoverSys finished successfully: 2021-02-19 14:32:58

[139702869464896, 42.017] 0

[139702869464896, 42.017] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after

42.009 secs

pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>

テナントデータベースのリカバリ

ソースシステムで pr1adm ユーザー用のユーザーストアキーが作成されていない場合は ' ターゲットシステム
でキーを作成する必要がありますキーで設定されたデータベースユーザには、テナントのリカバリ処理を実行
する権限が必要です。

pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113

<backup-user> <password>

これで、 hdbsql を使用してテナントのリカバリが実行されました。
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pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY

Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.

Type:  \h for help with commands

       \q to quit

hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG

0 rows affected (overall time 66.973089 sec; server time 66.970736 sec)

hdbsql SYSTEMDB=>

HANA データベースが起動して実行されるようになり、 HANA データベースのディザスタリカバリワークフ
ローがテストされました。

ログ / カタログバックアップを使用したフォワードリカバリでのリカバリ

ログバックアップと HANA のバックアップカタログがソースシステムからレプリケートされている。

使用可能なすべてのログ・バックアップを使用したリカバリは ' ユーザー pr1adm として次のコマンドを使用
して実行されます

• システムデータベース

recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20

00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"

• テナントデータベース

Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20

00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT

使用可能なすべてのログを使用してリカバリするには、リカバリステートメントのタイムスタ
ンプとして将来の任意の時点を使用します。

また、 HANA Studio または Cockpit を使用して、システムとテナントデータベースのリカバリを実行するこ
ともできます。

次のコマンド出力は、リカバリの実行を示しています。

システムデータベースのリカバリ
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pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command

"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING

SNAPSHOT"

[140404915394368, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 16:06:40

2021)

[140404915394368, 0.008] args: ()

[140404915394368, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL

TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}

using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log

recoverSys started: ============2021-02-19 16:06:40 ============

testing master: vm-pr1

vm-pr1 is master

shutdown database, timeout is 120

stop system

stop system on: vm-pr1

stopping system: 2021-02-19 16:06:40

stopped system: 2021-02-19 16:06:41

creating file recoverInstance.sql

restart database

restart master nameserver: 2021-02-19 16:06:46

start system: vm-pr1

sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']

sapcontrol returned successfully:

2021-02-19T16:07:19+00:00  P0009897      177bb0b4416 INFO    RECOVERY

RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-

19T15:17:33+00:00, reached log position 38272960

recoverSys finished successfully: 2021-02-19 16:07:20

[140404915394368, 39.757] 0

[140404915394368, 39.758] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after

39.749 secs

テナントデータベースのリカバリ

pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY

Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.

Type:  \h for help with commands

       \q to quit

hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20

00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT

0 rows affected (overall time 63.791121 sec; server time 63.788754 sec)

hdbsql SYSTEMDB=>
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HANA データベースが起動して実行されるようになり、 HANA データベースのディザスタリカバリワーク
フローがテストされました。

最新のログバックアップの整合性をチェックしてください

ログバックアップボリュームのレプリケーションは、 SAP HANA データベースによって実行されるログバッ
クアッププロセスとは独立して実行されるため、ディザスタリカバリサイトには一貫性のないオープンなログ
バックアップファイルが存在する可能性があります。最新のログ・バックアップ・ファイルのみが整合性を保
持していない可能性がありますこれらのファイルは 'hdbbackupcheck' ツールを使用して災害復旧サイトでフ
ォワード・リカバリを実行する前にチェックする必要があります

「 hdbbackupcheck 」ツールが最新のログ・バックアップのエラーを報告する場合は、最新のログ・バックア
ップ・セットを削除するか、削除する必要があります。

pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck

/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148

Loaded library 'libhdbcsaccessor'

Loaded library 'libhdblivecache'

Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'

successfully checked.

システムとテナントデータベースの最新のログバックアップファイルに対してチェックを実行する必要があり
ます。

「 hdbbackupcheck 」ツールが最新のログ・バックアップのエラーを報告する場合は、最新のログ・バックア
ップ・セットを削除するか、削除する必要があります。

"次の例：ディザスタリカバリのフェイルオーバー。"

ディザスタリカバリフェイルオーバー

ディザスタリカバリフェイルオーバー

"Previous ： HANA データベースのリカバリ。"

ログバックアップレプリケーションがディザスタリカバリの設定の一部かどうかによって、ディザスタリカバ
リの手順は少し異なります。ここでは、データバックアップのみのレプリケーション、およびログバックアッ
プボリュームのレプリケーションと組み合わせたデータボリュームのレプリケーションのためのディザスタリ
カバリフェイルオーバーについて説明します。

ディザスタリカバリフェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します。

1. ターゲットホストを準備します。

2. レプリケーション関係を解除して削除します。

3. データボリュームを、アプリケーションと整合性のある最新の Snapshot バックアップにリストアしま
す。

4. ターゲットホストにボリュームをマウントします。

5. HANA データベースをリカバリします。
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◦ データボリュームのリカバリのみ

◦ レプリケートされたログバックアップを使用してリカバリを転送する。

以降のサブセクションで、これらの手順について詳しく説明します。次の図は、ディザスタフェイルオーバー
のテストを示しています。

"次の手順：ターゲットホストを準備します。"

ターゲットホストを準備します

"Previous ：ディザスタリカバリのフェイルオーバー。"

ここでは、ディザスタリカバリフェイルオーバーに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、通常はターゲットホストがその他の目的に使用され
ます。そのため、災害時のフェイルオーバーテストを実行する際には、ほとんどの手順を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。ディザスタリカバリフェイルオーバー手順は、準備さ
れた関連する構成ファイルが確実に正しく設定されるようにします。

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、および「
systemctl stop sapinit 」を使用したすべてのサービスの停止も含まれます。

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し、論理的にデータが破損する可
能性があります。
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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。

ホストが HANA QA またはテストシステムとして使用されている場合は、 SAP ホストエージェ
ントソフトウェアがすでにインストールされています。

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。

vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices

#!/bin/sh

LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export

LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv

pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm

limit.descriptors=1048576

HANA のログボリュームを準備

HANA のログボリュームはレプリケーションの一部ではないため、空のログボリュームがターゲットホストに
存在している必要があります。ログボリュームには、ソース HANA システムと同じサブディレクトリを含め
る必要があります。

vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/

total 16

drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .

drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..

drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001

drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003

drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003

vm-pr1:~ #

ログバックアップボリュームを準備

ソースシステムは HANA ログバックアップ用の個別のボリュームで構成されているため、ターゲットホスト
にログバックアップボリュームも必要です。ログバックアップ用のボリュームを設定し、ターゲットホストに
マウントする必要があります。
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ディザスタリカバリの設定でログバックアップボリュームのレプリケーションを行う場合、複製されたログバ
ックアップボリュームはターゲットホストにマウントされるため、追加のログバックアップボリュームを準備
する必要はありません。

ファイルシステムのマウントを準備

次の表に、このラボ環境で使用する命名規則を示します。災害復旧サイトのボリューム名は '/etc/fstab に含ま
れています

HANA PR1 ボリューム ディザスタリカバリサイトにある
ボリュームとサブディレクトリ

ターゲットホストのマウントポイ
ント

データボリューム pr1 -data-mnt00001 -sm -dest /hana/data /pr1/mnt00001

共有ボリューム pr1 -shared-sm-dest/shared pr1

-shared-sm-dest/usr -sap-pr1

/hana/shared /usr/sap/pr1

ログバックアップボリューム hanabackup-sm -dest / はなんバックアップ

このテーブルのマウントポイントは、ターゲットホストに作成する必要があります。

ここでは ' 必須の /etc/fstab エントリを示します

vm-pr1:~ # cat /etc/fstab

# HANA ANF DB Mounts

10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest /hana/data/PR1/mnt00001 nfs

rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa

time,lock,_netdev,sec=sys  0  0

10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs

rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa

time,lock,_netdev,sec=sys  0  0

# HANA ANF Shared Mounts

10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared /hana/shared nfs

rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa

time,lock,_netdev,sec=sys  0  0

10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs

rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa

time,lock,_netdev,sec=sys  0  0

# HANA file and log backup destination

10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest    /hanabackup nfs

rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n

olock 0 0

"次のステップ：レプリケーションピアリングを解除して削除します"

レプリケーションピアリングを解除して削除します

"前の手順：ターゲットホストを準備します。"
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災害発生時にフェイルオーバーする場合は、ターゲットホストがボリュームをマウントして読み取りおよび書
き込み処理を実行できるように、ターゲットボリュームを切断する必要があります。

HANA データボリュームの場合は、 AzAcSnap で作成された最新の HANA Snapshot バックア
ップにボリュームをリストアする必要があります。レプリケーションピアリングが原因で最新
のレプリケーション Snapshot がビジーとしてマークされている場合、このボリュームリバー
ト処理は実行できません。そのため、レプリケーションピアリングも削除する必要がありま
す。

次の 2 つのスクリーンショットは、 HANA データボリュームのピアリング操作の解除と削除を示していま
す。ログバックアップと HANA 共有ボリュームについても、同じ処理を実行する必要があります。

レプリケーションピアリングが削除されたため、ボリュームを最新の HANA Snapshot バックアップにリバー
トできます。ピアリングが削除されない場合、リバートボリュームの選択はグレー表示になり、選択できなく
なります。次に示す 2 つのスクリーンショットは、ボリュームのリバート処理を示しています。
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ボリュームのリバート処理後、データボリュームは整合性のある HANA Snapshot バックアップに基づいてお
り、フォワードリカバリ処理を実行するために使用できるようになりました。
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高パフォーマンス階層が低い大容量プールを使用している場合は、必要なパフォーマンスを提
供できる容量プールにボリュームを移動する必要があります。

"Next ：ターゲットホストにボリュームをマウントします"

ターゲットホストにボリュームをマウントします

"前の手順：レプリケーションピアリングを解除して削除します。"

これで ' 以前に作成した /etc/fstab ファイルに基づいて ' ボリュームをターゲット・ホストにマウントできるよ
うになります

vm-pr1:~ # mount -a

次の出力は、必要なファイルシステムを示しています。
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vm-pr1:~ # df

Filesystem                                  1K-blocks     Used

Available Use% Mounted on

devtmpfs                                      8201112        0

8201112   0% /dev

tmpfs                                        12313116        0

12313116   0% /dev/shm

tmpfs                                         8208744     9096

8199648   1% /run

tmpfs                                         8208744        0

8208744   0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda4                                    29866736  2543948

27322788   9% /

/dev/sda3                                     1038336    79984

958352   8% /boot

/dev/sda2                                      524008     1072

522936   1% /boot/efi

/dev/sdb1                                    32894736    49180

31151556   1% /mnt

10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr            107374182400     6400

107374176000   1% /hana/log/PR1/mnt00001

tmpfs                                         1641748        0

1641748   0% /run/user/0

10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared 107377178368 11317248

107365861120   1% /hana/shared

10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 107377178368 11317248

107365861120   1% /usr/sap/PR1

10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest             107379678976 35249408

107344429568   1% /hanabackup

10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest       107376511232  6696960

107369814272   1% /hana/data/PR1/mnt00001

vm-pr1:~ #

"Next ： HANA データベースのリカバリ"

HANA データベースのリカバリ

"Previous ：ターゲットホストにボリュームをマウントします。"

必要な SAP サービスを開始します。

vm-pr1:~ # systemctl start sapinit

次の出力は、必要なプロセスを示しています。
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vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap

root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00

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

pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00

/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv

pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm

sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00

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

root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00

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

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

root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap

以降のサブセクションでは、複製されたログ・バックアップを使用したフォワード・リカバリでのリカバリ・
プロセスについて説明します。リカバリは、システムデータベース用の HANA リカバリスクリプトおよびテ
ナントデータベース用の hdbsql コマンドを使用して実行されます。

最新のデータ・セーブポイントへのリカバリを実行するコマンドについては ' の章で説明しています "最新の
HANA データボリュームバックアップセーブポイントへのリカバリ"。

ログバックアップを使用したフォワードリカバリでのリカバリ

使用可能なすべてのログ・バックアップを使用したリカバリは ' ユーザー pr1adm として次のコマンドを使用
して実行されます

• システムデータベース

recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20

00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"

• テナントデータベース

Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20

00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT

使用可能なすべてのログを使用してリカバリするには、リカバリステートメントのタイムスタ
ンプとして将来の任意の時点を使用できます。

また、 HANA Studio または Cockpit を使用して、システムとテナントデータベースのリカバリを実行するこ
ともできます。

次のコマンド出力は、リカバリの実行を示しています。
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システムデータベースのリカバリ

pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command

"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING

SNAPSHOT"

[139792805873472, 0.008] >> starting recoverSys (at Tue Feb 23 12:05:16

2021)

[139792805873472, 0.008] args: ()

[139792805873472, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL

TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}

using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log

recoverSys started: ============2021-02-23 12:05:16 ============

testing master: vm-pr1

vm-pr1 is master

shutdown database, timeout is 120

stop system

stop system on: vm-pr1

stopping system: 2021-02-23 12:05:17

stopped system: 2021-02-23 12:05:18

creating file recoverInstance.sql

restart database

restart master nameserver: 2021-02-23 12:05:23

start system: vm-pr1

sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']

sapcontrol returned successfully:

2021-02-23T12:07:53+00:00  P0012969      177cec93d51 INFO    RECOVERY

RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-

23T09:03:11+00:00, reached log position 43123520

recoverSys finished successfully: 2021-02-23 12:07:54

[139792805873472, 157.466] 0

[139792805873472, 157.466] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK),

after 157.458 secs

pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>

テナントデータベースのリカバリ

ソースシステムで pr1adm ユーザー用のユーザーストアキーが作成されていない場合は ' ターゲットシステム
でキーを作成する必要がありますキーで設定されたデータベースユーザには、テナントのリカバリ処理を実行
する権限が必要です。

pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113

<backup-user> <password>
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pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY

Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.

Type:  \h for help with commands

       \q to quit

hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24

00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT

0 rows affected (overall time 98.740038 sec; server time 98.737788 sec)

hdbsql SYSTEMDB=>

最新のログバックアップの整合性をチェックしてください

ログバックアップボリュームのレプリケーションは、 SAP HANA データベースによって実行されるログバッ
クアッププロセスとは独立して実行されるため、ディザスタリカバリサイトには一貫性のないオープンなログ
バックアップファイルが存在する可能性があります。最新のログ・バックアップ・ファイルのみが整合性を保
持していない可能性がありますこれらのファイルは 'hdbbackupcheck' ツールを使用して災害復旧サイトでフ
ォワード・リカバリを実行する前にチェックする必要があります

pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck

/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148

Loaded library 'libhdbcsaccessor'

Loaded library 'libhdblivecache'

Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'

successfully checked.

このチェックは、システムとテナントデータベースの最新のログバックアップファイルに対して実行する必要
があります。

「 hdbbackupcheck 」ツールが最新のログ・バックアップのエラーを報告する場合は、最新のログ・バックア
ップ・セットを削除するか、削除する必要があります。

"次：履歴を更新します。"

履歴を更新します

"Previous ： HANA データベースのリカバリ。"

この解決策の初版以降には、次の技術的な変更が加えられています。

バージョン 日付 概要を更新します

バージョン 1.0 以降 2021年4月 初版

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

ネットアップ Nils Bauer
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TR-4646 では、 SAP HANA 向けのディザスタリカバリ保護オプションの概要を説明しています。詳細なセッ
トアップ情報、および同期および非同期の NetApp SnapMirror ストレージレプリケーションをベースとした 3

サイトディザスタリカバリ解決策のユースケース概要が含まれます。説明されている解決策では、データベー
スの整合性を管理するために、 NetApp SnapCenter と SAP HANA プラグインを使用します。

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/8584-tr4646pdf.pdf

TR-4313 ：『 SAP HANA Backup and Recovery by Using
Snap Creator 』

ネットアップ Nils Bauer

TR-4313 は、 SAP HANA 向けのネットアップのバックアップおよびリカバリ解決策のインストールと構成に
ついて説明しています。解決策は、 NetApp Snap Creator フレームワークと、 SAP HANA 向け Snap Creator

プラグインに基づいています。この解決策は、認定済みの Cisco SAP HANA マルチノードアプライアンスを
ネットアップストレージと組み合わせて使用した場合にサポートされます。この解決策は、 TDI プロジェク
トのシングルノードおよびマルチノードの SAP HANA システムでもサポートされています。

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19779-tr-4313.pdf

TR-4711 ：『 SAP HANA Backup and Recovery Using
NetApp Storage Systems and Commvault Software 』

Marco Schoen 、ネットアップ

博士CommVault Systems 、 Tristan Daude 氏

TR-4711 は、 Commvault IntelliSnap Snapshot 管理テクノロジとネットアップの Snapshot テクノロジを含
む、ネットアップと Commvault 解決策 for SAP HANA の設計をまとめたものです。解決策は、ネットアップ
ストレージと Commvault データ保護スイートを基盤としています。

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17050-tr4711pdf.pdf

NVA-1147 - 設計： NetApp All SAN Array 上の SAP HANA -
最新 SAN 、データ保護、ディザスタリカバリ

Nils Bauer 、 Roland Wartenberg 、 Darryl Clinkmars 、 Daniel Hohman 、 Marco Schö en 、 Steve Botkin 、
Michael Peppers 、 Vidula Aiyer 、 Steve Collins 、 Pavan Jhamnani 、 ネットアップ、 Lee Dorrior

Jim Zucchero 氏、 Naem Saafein 博士、 Broadcom Brocade 博士

この NetApp Verified Architecture は、 Brocade FC SAN ファブリックを使用した、ネットアップオール SAN

アレイ（ ASA ）ストレージシステム上の SAP システムの最新化と SAP HANA の運用に関する解説です。バ
ックアップとリカバリ、ディザスタリカバリ、データ保護が含まれます。解決策は、 NetApp SnapCenter を
活用して、 SAP HANA のバックアップ、リストアとリカバリ、クローニングのワークフローを自動化しま
す。ディザスタリカバリの設定、テスト、およびフェイルオーバーのシナリオについては、同期の NetApp

SnapMirror データレプリケーションソフトウェアを使用して説明します。また、 Commvault を使用した
SAP データ保護の概要も記載します。

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10235-nva-1147-design.pdf
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