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コピーフリーの移行ガイド

このガイドでは、 7-Mode Transition Tool を使用して、 7-Mode の HA ペアから ONTAP

クラスタに移行する方法について説明します。この方法では、データをディスクからコ
ピーする必要はありません。既存のディスクシェルフは新しいクラスタに接続されま
す。

移行の概要

clustered ONTAP への移行では、現在の環境を確認し、移行対象を決定するとともに、
デスティネーションシステムの最適な構成を設計し、データと構成のマイグレート方法
を計画し、必要に応じて環境を更新します。

サポートされるターゲットリリースおよび既知の問題に関する最新情報については、最新の 7-Mode

Transition Tool リリースノートを参照してください。

"『 7-Mode Transition Tool Release Notes 』"

最初に、現在のストレージ環境、ホスト、およびアプリケーションを含む、現在の環境に関する情報を収集す
る必要があります。ストレージインベントリを収集したら、現在使用している機能を評価し、選択した
ONTAP バージョンとの相違点を確認します。これらの作業は、 7-Mode Transition Tool を使用して実行でき
ます。

その後、移行プロジェクトを定義できます。この作業では、同時に移行するボリュームとワークロードを特定
し、クラスタを設計して移行を計画します。マイグレーションの計画では、まず最適なマイグレーション方式
を選択します。クラスタを設計する際には、収集したストレージ環境情報を使用して、既存の構成項目を
ONTAP の対応する項目にマッピングします。たとえば、 7-Mode ボリュームは ONTAP 内の SVM とボリュ
ームにマッピングする必要があり、移行対象の IP アドレスは LIF にマッピングする必要があります。また、
ONTAP システムに対して環境の変更が必要かどうかも確認します。

実装作業には、必要な環境変更を実施するだけでなく、クラスタの導入と設定、データのマイグレート、変更
された構成の適用、デスティネーション ONTAP システムからのクライアントの切断と再接続、アクセスの検
証が含まれます。

• 関連情報 *

"ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"

7-Mode Transition Tool を使用したコピーフリーの移行

7-Mode Transition Tool では、インベントリを収集し、 7-Mode のコントローラ、ホス
ト、スイッチ、およびアプリケーションを移行対象として評価することができます。評
価が完了したら、コピーフリーの移行を使用してデータと構成を ONTAP に移行できま
す。Copy-Free Transition では、すべてのディスクシェルフを 7-Mode HA ペアから切断
して、ターゲットクラスタの HA ペアに接続します。

コピーフリーの移行は、 7-Mode ディスクシェルフの再利用を可能にすることで、マイグレーションコストを
大幅に削減します。データコピーが不要なため、移行の全体的な実行時間が短縮されます。
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Copy-Free Transition は HA ペア単位で実行します。すべてのディスクシェルフを 7-Mode HA ペアからタ
ーゲットクラスタノードに移動する必要があります。

7-Mode のアグリゲートとボリュームのメタデータは、 7-Mode Transition Tool によって ONTAP 形式に変換
されます。この変換にかかる時間は、アグリゲートとボリュームのサイズに左右されません。たとえば、
10GB のアグリゲートを ONTAP 形式に変換する場合の所要時間は、 100TB のアグリゲートの変換にかかる
時間と同じです。

コピーフリーの移行ではデータアクセスが中断されます。ただし、データコピーが不要なため、データ移行の
実行にかかる合計時間は短縮されます。

次の図は、 7-Mode HA ペアから 2 ノードクラスタへのコピーフリーの移行の実行前と実行後を示していま
す。

7-Mode Transition Tool は Windows システムで動作し、 Web インターフェイスを使用して移行処理を管理で
きます。

ONTAP システム、ホスト、スイッチ、およびアプリケーションの収集と評価

7-Mode Transition Tool を使用して、次の収集および評価タスクを実行できます。

• ONTAP システム（ 7-Mode コントローラおよびクラスタ内のノード）、ホスト、スイッチ、およびホス
トアプリケーションからインベントリ情報を収集する。

• FC ゾーン計画を生成して、 SAN FC を移行するためのゾーンを設定する。

• 7-Mode システムの機能を評価し、移行先として選択した ONTAP バージョンでそれらの機能がどのよう
に動作するかを確認する。

2



7-Mode から ONTAP へのデータと構成の移動

コピーフリーの移行は、 7-Mode ディスクシェルフを再利用して、 7-Mode のデータを 7-Mode から ONTAP

にコピーします。コピーフリーのマイグレーションでは、 7-Mode Transition Tool を使用して次のタスクを実
行できます。

• 7-Mode コントローラまたは vFiler ユニットをターゲット SVM にマッピングし、ネームスペースを設計
して、移行を計画する。

• 事前確認を実行して、移行する 7-Mode システムとターゲットクラスタノードの互換性を検証する。

• 次のいずれかの方法で 7-Mode ディスクシェルフをインポートする。

◦ 7-Mode HA ペアから新しい HA ペアへ 新しいクラスタ

◦ 7-Mode HA ペアから新しい HA ペアへ 既存のクラスタに他にデータを提供しているノードがある場合

◦ 7-Mode HA ペアからその HA ペアへ データアグリゲートを提供している既存のクラスタにデータアグ
リゲートがあります データ

◦ ボリュームに含まれているボリュームを含む HA ペアから作成する 新規またはの HA ペアへの
SnapMirror 関係 既存のクラスタ

移行後にクラスタピア関係を手動で作成する必要があります。ただし、ベースラインの再転送は不要
で、移行後も SnapMirror 関係を維持できます。

• 7-Mode 構成を SVM に移行する。

コピーフリーの移行では、 NAS および SAN の構成の移行がサポートされます。

• ONTAP への移行が失敗した場合に、ストレージと構成を 7-Mode にロールバックする。

7-Mode へのロールバックに必要な手順がツールに表示されるので、これらのロールバック手順を 7-Mode

システムおよびクラスタに対して手動で実行する必要があります。

移行に関する用語

7-Mode Transition Tool に関連する移行の用語を理解しておくと、移行プロセスを理解し
やすくなります。

• * 収集と評価 *

データと構成を ONTAP に移行する前に、ストレージシステム、ホスト、およびアプリケーションを含む
ストレージ環境に関する情報を収集する必要があります。その後、収集したシステムの機能を評価し、移
行先として選択した ONTAP バージョンでそれらの機能がどのように動作するかを確認する必要がありま
す。

• * 移行 *

7-Mode ボリュームから ONTAP にデータと構成を移行することを指します。マイグレーションは、 7-

Mode コントローラを評価したあとに実行する必要があります。

• * プロジェクト *

7-Mode Transition Tool では、プロジェクトを使用して、一連のボリュームの移行を設定し、管理するこ
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とができます。

• * プロジェクトグループ *

7-Mode Transition Tool では、プロジェクトグループは論理コンテナであり、これを使用して関連するマ
イグレーションプロジェクトを保持できます。Default_Group という名前のデフォルトグループがシステ
ムに常に 1 つ存在します。

インベントリ情報を収集して評価する

コントローラ、ホスト、および FC スイッチからインベントリ情報を収集できます。そ
の後、収集したシステムの機能を評価し、移行先として選択した ONTAP バージョンで
それらの機能がどのように動作するかを確認できます。

インベントリ情報は、次の 2 つの方法で収集できます。

• 環境のセキュリティ上問題がなければ、 7-Mode Transition Tool をインストールしてインベントリ情報を
収集します。

• Inventory Collect Tool で作成されたインベントリ XML レポートをインポートし、評価を実行できます。

どちらの場合も、最新バージョンのInventory Collect Toolを使用してインベントリを収集する必要がありま
す。

コピーフリーの移行のためにインベントリ情報を評価するには、ソース 7-Mode の HA ペアの両方のノードを
選択する必要があります。評価はノード単位で行われますが、移行の条件を満たしていないノードが 1 つで
もあると、 HA ペア全体が移行できません。
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移行のための環境評価でのストレージ、ホスト、 FC スイッチのバージョン要件

移行のための環境評価でサポートされる Data ONTAP 7-Mode 、ホスト、および FC ス
イッチのバージョンを把握しておく必要があります。

7-Mode Transition Tool による環境評価でサポートされる 7-Mode システム、ホスト、および FC スイッチの
バージョンについては、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"
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移行のための環境評価を実行する 7-Mode システムとホストの準備

評価レポートを正しく作成するには、 7-Mode システムおよびホストが一定のネットワ
ーク要件とプロトコル要件を満たしている必要があります。

手順

1. 7-Mode システムで HTTPS を有効にします。

*options httpd. admin.ssl.enable on *`

2. 7-Mode システムで TLS を有効にします。

'*options tls.enable on *

SSLv3 にはセキュリティ上の脆弱性があるため、 TLS を有効にすることを推奨します。

3. 7-Mode システムで SSL を有効にして、 SSLv2 と SSLv3 を無効にします。

a. SSL をセットアップして開始します :+secureadmin setup SSL

b. SSL を有効にします。

'*options ssl.enable on *

c. SSLv2 と SSLv3 を無効にします。

'options ssl.v2.enable off

'options ssl.v3.enable off

セキュリティ上の脆弱性を回避するため、 SSLv2 と SSLv3 を無効にすることを推奨しま
す。

4. 7-Mode システムで SSH を有効にします。

a. 7-Mode システムで SSH をセットアップします。 +*secureadmin setup -f ssh *

f オプションを指定すると、 SSH サーバがすでに設定されていても、強制的にセットアップが実行さ
れます。

b. SSH を有効にします。

secureadmin enable ssh2`

c. SSH サーバでパスワード認証を有効にします。 +* options ssh.passwd_auth.enable *

d. ホストへの SSH アクセスを有効にします。

* options ssh.access *

5. Windows ホストシステムを準備します。

◦ WMI アクセスを有効にします。
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WMI アクセスの有効化の詳細については、ホストのマニュアルを参照してください。

◦ Windows Server 2003 を使用している場合は、 Microsoft Fibre Channel Information Tool （ fcinfo ）パ
ッケージがインストールされていることを確認し、 Windows ホストシステムで 1 回実行します。

このツールでは、ホストの HBA 構成情報を収集することができます。

◦ 7-Mode Transition Tool を実行するシステムがドメインに属していない場合は、次の点を確認します。

▪ ホストシステムがドメインに属している。

▪ ホストにローカルユーザが設定されている場合は、そのユーザのユーザ名が次の形式であるこ
と。

SystemName\Username

6. Linux または ESXi ホストで SSH を有効にします。

SSH の有効化の詳細については、ホストのマニュアルを参照してください。

7. 各ホストに最新の NetApp Host Utilities ソフトウェアがインストールされていることを確認します。

NetApp Host Utilities ソフトウェアのダウンロードとインストールについては、ネットアップサポートサ
イトを参照してください。

8. 7-Mode Transition Tool を実行する Windows システムからすべてのホストおよびストレージシステムに到
達できることを確認します。

◦ 関連情報 *

"ネットアップサポートサイトのドキュメント： mysupport.netapp.com"

コントローラとホストの評価

環境内のセキュリティ規制に応じて、 7-Mode Transition Tool または Inventory Collect

Tool を使用して、コントローラとホストに関する情報を収集して評価できます。

• 7-Mode Transition Tool にシステムを追加するか、または Inventory Collect Tool で生成されたインベント
リレポートを使用して、 7-Mode Transition Tool でコントローラとホストに関するインベントリ情報を収
集します。

次に 7-Mode Transition Tool は、インベントリ情報を評価して、移行のための環境評価レポートを作成し
ます。

• 移行のための環境評価を実行する際は、次の考慮事項を理解しておく必要があります。

◦ コントローラで評価処理とマイグレーション処理を同時に実行しないでください。

◦ アクティブなストレージコントローラでピーク時に評価処理を実行しないでください。
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7-Mode にシステムを追加することによる評価レポートの作成 移行ツール

7-Mode Transition Tool にシステムを追加することで、コントローラ、ホスト、および
FC スイッチのインベントリ情報を収集できます。そのあとに評価レポートを作成して、
追加したシステムの機能を評価するとともに、移行先として選択した ONTAP バージョ
ンでそれらの機能がどのように動作するかを確認できます。

• ストレージシステムおよびホストのユーザ名が、 readme ファイルに示されたコマンドを実行するための
権限を持っている必要があります。

readme ファイルは '_7-Mode_Transition_Tool_installed_location \bin\tic' にあります

• 移行のための環境評価を実行できるように、 7-Mode システム、ホスト、および FC スイッチを準備して
おきます。

• Windows システムを評価する場合は、ドメインユーザアカウントが必要です。

• 評価用に複数のシステムを追加する場合は、 ASCII 形式または UTF-8 形式でエンコードされたテキスト
ファイルを作成し、 1 行に 1 つのシステムの形式でシステムの詳細を含める必要があります。

各システムの詳細を次の形式で記述する必要があります。

'(ontap|windows|vmware|linux-cisco|brocade) ： // （ user|domain_user） [_ ： password_]@] （
host_name|IP

• 7-Mode Transition Tool をインストールおよび実行するシステムから、コントローラまたはホストにアク
セスできる必要があります。

• すべての機能に関するインベントリ情報をワークブックに記録できるように、それらの機能を設定する
か、またはそのライセンスを有効にする必要があります。

• ストレージシステムのユーザ名には、インベントリ情報を収集するための管理者権限が必要です。

• CIFS 共有名、ユーザ名、グループ名など、すべてのホスト名およびストレージシステム構成は、 UTF-8

形式である必要があります。

7-Mode Transition Tool サービスまたはこのツールがインストールされているシステムを再起動すると、ツー
ルに追加したシステムの詳細が失われ、再度ツールにシステムを追加しなければならなくなります。

手順

1. 移行のための環境評価に最新の Interoperability Matrix （ IMT ）データを使用する場合は、次の手順を実行
します。

a. Interoperability Matrix から IMT データをダウンロードして保存します。

i. [ レポート ] メニューの [ 日次エクスポートの完了 *] をクリックします。

ii. ［ 日次エクスポートの完了 ］ ダイアログボックスの検索フィールドに「 FAS 」と入力します。

iii. ONTAP SAN ホストの Excel ファイルをダウンロードして保存しま
す。https://mysupport.netapp.com/matrix["NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"]

b. CLI から 'transition IMT import' コマンドを使用して IMT データをインポートします

c. transition IMT show コマンドを使用して、インポートが正常に完了したことを確認します。

▪ トラブルシューティング： * IMT データ・インポート操作が失敗した場合は 'transition IMT

restore' コマンドを使用して ' 以前のデータに戻すことができます
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2. 7-Mode Transition Tool にログインし、ホームページで * Collect & Assess * をクリックします。

3. [ システムの追加 ] をクリックします。

4. [Add System] ウィンドウで、次のいずれかの操作を実行します。

◦ システムを 1 つ追加します。

i. システムの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）または IP アドレスを入力します。

ii. 指定したシステムのユーザ名とパスワードを入力します。

iii. システムタイプを選択します。

▪ Data ONTAP ストレージシステム

▪ ホスト： Microsoft Windows 、 Red Hat Linux Enterprise 、 VMware ESXi

▪ FC スイッチ： Cisco および Brocade

◦ 複数のシステムを追加するには、 * 参照 * をクリックし、複数のシステムの資格情報を含むテキスト
ファイルを選択します。

5. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

評価ステータスが Ready のシステムに対しては、移行のための環境評価を実行できます。

6. 移行のための環境評価レポートを作成します。

a. 移行のための環境評価を実施するシステムを選択します。

b. Create Transition Assessment Report （移行評価レポートの作成） * をクリックします。

c. Create Transition Assessment Report ダイアログボックスで、ターゲットクラスタの Data ONTAP バ
ージョンを選択します。

d. レポートのファイル名に付けるプレフィックスを指定します。

e. [ レポートの生成（ Generate Report ） ] をクリックする。

評価ワークブック（「 AssessmentWorkbook 」が付加されたレポート名）および評価エグゼクティブ
サマリー（「 AssessmentExecutiveSummary 」が付加されたレポート名）が、 XML 形式で作成され
ます。

+ 評価レポートの作成に使用する評価ワークブック、評価サマリー、およびインベントリ XML ファイル
には、「 …etc/webapp/transition-GUI/tMC 」フォルダからアクセスできます。

7. Microsoft Excel の評価ワークブックと、 Microsoft Office 2007 以降のバージョンを使用した Microsoft

Word の評価エグゼクティブサマリーを表示します。

評価ワークブックで、コピーフリーの移行のための環境評価の詳細について、移行の実現可能性（ CFT

）、事前確認の概要、事前確認の詳細設定、 CFT 事前確認の概要の各タブを参照してください。

評価エグゼクティブサマリーでは、コントローラレベルの評価の詳細について、コピーフリーの移行の実
現可能性に関するセクションを参照してください。

場合によっては、評価ワークブックを表示するために Excel でマクロを有効にする必要があります。

評価ワークブックのデータ収集サマリーで、システムのアクセスステータスが「失敗」の場合、そのシス
テムのインベントリ情報は無効です。評価エグゼクティブサマリーでは、このシステムの一部のフィール
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ドの値は「 Not Assessed 」と表示されます。

インベントリレポート XML をインポートして評価レポートを作成する

Inventory Collect Tool で作成されたインベントリ XML レポートをインポートして、ホス
トとコントローラの機能を評価できます。その後、評価レポートを作成して、移行先と
して選択した ONTAP バージョンでそれらのホストとコントローラがどのように動作す
るかを確認できます。

• Inventory Collect Tool を実行し、インベントリレポート XML ファイルを生成しておく必要があります。

ホストとコントローラをコピーフリーの移行の対象として評価するには、最新バージョン
のInventory Collect Toolを使用してインベントリを収集する必要があります。

• 移行のための環境評価を実行できるように、 7-Mode システムとホストを準備しておきます。

インベントリレポートをインポートして移行のための環境評価を実行する際に、評価対象のシステムにアクセ
スできる必要はありません。

手順

1. 7-Mode Transition Tool にログインし、ホームページで * Collect and Assess * をクリックします。

2. [ インベントリレポート XML のインポート ] をクリックします。

3. [Browse] をクリックし、 Inventory Collect Tool で生成された XML レポートを選択します。

4. [* インポート * ] をクリックします。

システムの評価ステータスには ' Imported ； Ready" と表示されます

5. 移行のための環境評価を実行するシステムを選択します。

6. Create Transition Assessment Report （移行評価レポートの作成） * をクリックします。

7. Create Transition Assessment Report ダイアログボックスで、ターゲットクラスタの Data ONTAP バージ
ョンを選択します。

8. レポートのファイル名に付けるプレフィックスを指定します。

9. [ レポートの生成（ Generate Report ） ] をクリックする。

AssessmentWorkbook レポートと AssessmentExecutiveSummary レポートが XML 形式で作成されま
す。

10. AssessmentWorkbook レポートを Microsoft Excel で表示し、 AssessmentExecutiveSummary レポートを
Microsoft Office 2007 以降のバージョンで表示します。

AssessmentWorkbook レポートを Microsoft Excel で表示する際に、 Excel でマクロを有効にしなければ
ならない場合があります。

FC ゾーン計画の生成

FC スイッチについては、移行のための環境評価レポートの一部として FC ゾーン計画を
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生成し、マイグレーション後にイニシエータホストとターゲットをグループ化するため
のゾーンを設定する必要があります。

• 7-Mode システム、ホスト、およびクラスタを同じスイッチに接続する必要があります。

FC ゾーン計画の生成でサポートされる構成

• 必要なターゲット SVM と FC LIF をクラスタ上に作成しておく必要があります。

• ターゲット SVM で作成される FC LIF には、 7-Mode の WWPN とは異なる WWPN が割り当てられま
す。そのため、 FCP 用に SAN を移行する場合は、 FC ゾーニングを実行してください。

手順

1. [ 収集と評価 ] セクションで、 [ システムの追加 ] をクリックします。

2. [Add System] ウィンドウで、次のいずれかの操作を実行します。

◦ システムを 1 つ追加します。

i. システムの FQDN または IP アドレスを入力します。

ii. 指定したシステムのユーザ名とパスワードを入力します。

iii. システムタイプを選択します。

▪ Data ONTAP ストレージシステム

▪ ホスト： Microsoft Windows 、 Red Hat Linux Enterprise 、 VMware ESXi

▪ FC スイッチ： Cisco および Brocade

◦ 複数のシステムを追加するには、 * 参照 * をクリックし、複数のシステムの資格情報を含むテキスト
ファイルを選択します。

3. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

評価ステータスが Ready のシステムに対しては、移行のための環境評価を実行できます。

4. FC ゾーン計画を含む、移行のための環境評価レポートを作成します。

a. 移行のための環境評価を実施する、必要な FC スイッチを含むシステムを選択します。

b. Create Transition Assessment Report （移行評価レポートの作成） * をクリックします。

c. ペアシステムと FC ゾーンプランナーのダイアログボックスで、 7-Mode システム（シングルコント
ローラまたは HA ペア）、クラスタに接続されているスイッチ、クラスタの SVM を選択します。

移行したボリュームをリホストして FC LUN を 1 つの SVM に統合する場合は、 7-Mode HA ペアとタ
ーゲット SVM を選択します。

7-Mode の Single-System Image （ SSI ；シングルシステムイメージ）構成を保持する
には、 FC LUN を 1 つの SVM に統合することを推奨します。

FC LUN を統合しない場合は、 7-Mode コントローラと対応するターゲット SVM ごとに FC ゾーン計画
を生成する必要があります。

a. ペアシステムの FC ゾーニングをクリックします * 。
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b. Create Transition Assessment Report ダイアログボックスで、ターゲットクラスタの Data ONTAP バ
ージョンを選択します。

c. レポートのファイル名に付けるプレフィックスを指定します。

d. [ レポートの生成（ Generate Report ） ] をクリックする。

FC ゾーン・プランは '.zip ファイルとして生成されますこの計画には、 7-Mode システムの igroup 構成ごと
に作成されたゾーンが含まれています。各ゾーンには、イニシエータの WWPN が 1 つと SVM ターゲットの
WWPN が複数含まれています。

この FC ゾーン計画を使用してゾーンを設定し、クラスタからのデータアクセスを提供するためにイニシエー
タホストとターゲットをグループ化する必要があります。

FC ゾーン計画の生成でサポートされる構成

FC ゾーン計画の生成でサポートされる 7-Mode システム、ホスト、 FC スイッチ、およ
びクラスタの構成を理解しておく必要があります。移行後のクラスタのゾーンの設定に
は、この計画を使用する必要があります。

データセンターの要件に応じて、 7-Mode システム（シングルコントローラまたは HA ペア）、ホスト、およ
びクラスタは同じファブリック内または異なるファブリックのスイッチに接続できます。

次の図は、 7-Mode システム、ホスト、およびクラスタを同じファブリック内のスイッチに接続した場合の構
成を示しています。

次の図は、 7-Mode システムとクラスタを異なるファブリックのスイッチに接続した場合の構成を示していま
す。
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評価のエグゼクティブサマリーを移行に使用する方法 評価

移行に関するエグゼクティブサマリーには、環境内の 7-Mode コントローラ、ホスト、
および FC スイッチの概要が示されます。このサマリーは、現在使用している機能の評
価レポートであり、ストレージ環境内の各ボリュームに適した移行方法が提示されま
す。このサマリーを使用して移行を計画できます。

エグゼクティブサマリーは次のセクションで構成されます。

ターゲットクラスタ

このセクションには、評価時に選択したターゲットクラスタの ONTAP バージョンが表示されます。

データ収集サマリー

情報を収集した 7-Mode コントローラ、ホスト、およびスイッチの一覧が表示されます。7-Mode コントロー
ラの ONTAP バージョンとモデルの詳細を確認することができます。ホストの OS タイプ、バージョン、モデ
ルも確認できます。

移行の可否と推奨される移行方法

このセクションには、各コントローラで実行された事前確認の概要と、コントローラレベルおよびボリューム
レベルでの移行の可否が表示されます。「最も上」または「不整合」状態の vFiler ユニットに属するボリュー
ム、またはオフラインまたは制限状態のボリュームは、評価の対象となりません。このレポートには、各コン
トローラに対する事前確認で報告されたエラーと警告の数が表示されます。移行の前に、これらのエラーと警
告を確認し、問題を解決する必要があります。事前確認の詳細については、評価ワークブックの Config

Precheck Summary タブを参照してください。

• Copy-Free Transition の可否 * ：このセクションには、 Copy-Free Transition に関するエラーや警告が発
生したコントローラレベルの事前確認の数が表示されます。HA ペア内のいずれか 1 つのコントローラに
関してでも事前確認が失敗した場合、 Copy-Free Transition を使用してその HA を移行することはできま
せん。エラーおよび警告をすべて解決してから、 HA ペアを移行する必要があります。これらの事前確認
の詳細については、評価ワークブックの CFT 事前確認の概要タブを参照してください。

エグゼクティブサマリーには、ボリュームとコントローラの構成および事前確認サマリーに基づいて、評価さ
れた各ボリュームに対する最適な移行方法が示されます。たとえば、 7-Mode のトラディショナルボリューム
や FlexCache ボリュームは、 ONTAP でサポートされていないため移行できません。

ほとんどの構成に対しては、 7-Mode Transition Tool が移行ツールとして推奨されます。ただし、 7-Mode

Transition Tool で移行できないワークロードについては、アプリケーションベースまたはホストベースのマイ
グレーション方法を使用する必要があります。

"ネットアップテクニカルレポート 4052 ：『 Successfully Transitioning to Clustered Data ONTAP （ Data

ONTAP 8.2.x and 8.3 ）』"

ストレージインベントリ

このセクションでは、次の情報について説明します。

• ストレージオブジェクト：ボリューム、 qtree 、 LUN 、 vFiler ユニットなどのストレージオブジェクト
の数に関する情報が表示されます。 各コントローラの SnapMirror 関係、共有、エクスポート。
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• Storage utilization ：使用済みスペース、使用可能スペース、および 7-Mode コントローラによって使用さ
れているスペースに関する情報が表示されます。

• Licenses ：各コントローラで有効になっている機能ライセンスの一覧が表示されます。

• プロトコルの設定： CIFS 、 NFS 、 SAN の各プロトコル、バージョンなど、コントローラで設定されて
いるプロトコルに関する詳細が表示されます。

• SnapMirror の相互接続： SnapMirror 関係のソースまたはデスティネーションであるコントローラまたは
ボリュームに関する情報が表示されます。

この情報から、レポートに表示されているコントローラと SnapMirror 関係にあるものの、評価の対象に
は含まれていないコントローラを特定できます。

• SnapVault の相互接続：コントローラ、ボリューム、またはコントローラ内の指定したコントローラ、ボ
リューム、または qtree との SnapVault 関係のソースまたはデスティネーションであるコントローラ、ボ
リューム、または qtree に関する情報が表示されます。

データ収集エラー

このセクションには、 7-Mode Transition Tool で収集できなかったコントローラとホストの情報、および収集
に失敗した理由が表示されます。データ収集エラーの詳細については、評価ワークブックの [ データ収集エラ
ー ] タブを参照してください。これらのエラーを解決し、システムを再評価することができます。

Copy-Free Transition ワークフロー

Copy-Free Transition ワークフローには、移行の準備、移行の実行、および移行の完了が
含まれます。これらのタスクの一部は、 7-Mode システムとクラスタで手動で実行する
必要があります。
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コピーフリーの移行のフェーズ

7-Mode Transition Tool を使用したコピーフリーの移行は、計画、 SVM のプロビジョニ
ング、エクスポートおよび停止、ケーブル接続、インポート、 テスト、運用の開始、コ
ミット移行を効果的に管理するには、これらのフェーズについて理解する必要がありま
す。

コピーフリーの移行はシステムの停止を伴う処理です。そのため、 7-Mode ストレージシステムで実行するア
プリケーションとワークロードのダウンタイムについて計画する必要があります。
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ほとんどの場合、ストレージカットオーバーの所要時間は 3~8 時間です。カットオーバー時間には、エクス
ポートおよび停止処理とインポート処理の 2 つの自動処理をツールで実行するためにかかる時間と、ディス
クシェルフを新しいコントローラに手動でケーブル接続するためにかかる時間が含まれます。エクスポートお
よび停止処理とインポート処理の合計所要時間は、最大で 2 時間程度です。

拡張構成の場合は、エクスポートおよび停止処理とインポート処理の合計所要時間が 2 時間を
超えることがあります。7-Mode Transition Tool では、このような状況が検出されて警告が表示
されます。

ディスクシェルフのケーブル接続には 1 時間から 6 時間かかる場合があります。カットオーバー時間の目安
には必要なテストの時間が含まれておらず、移行中にディスク障害などの予期しない障害が発生しないことを
前提としています。

プロジェクトの計画

Copy-Free Transition プロジェクトでは、ソースとターゲットに関する以下の詳細を計画できます。

• 7-Mode HA ペアと vFiler ユニットの詳細

• ターゲットクラスタノードとソースコントローラからターゲットへのマッピング ノード

• 7-Mode コントローラまたは vFiler ユニットから SVM へのマッピング

• 移行する IP アドレス （新しい LIF または既存の 7-Mode IP アドレス） SVM の IPspace とブロードキャ
ストドメインも含まれます

7-Mode Transition Tool では、 FC LIF と iSCSI LIF の移行はサポートされていません。これ
らの LIF は、移行前に手動で SVM に設定する必要があります。

このフェーズでは、事前確認が実行されて、 7-Mode HA ペアを clustered Data ONTAP にマイグレートする
準備ができているかどうかが検証されます。また、クラスタが正しく構成されていて、移行が可能な状態かど
うかも検証されます。

移行を続行する前に、すべてのエラーを解決する必要があります。警告を解決しなくても移行は続行できます
が、続行する前に警告をすべて解決しておくことを推奨します。事前確認を複数回実行して、すべてのエラー
が解決されたことを確認することができます。

SVM のプロビジョニング

移行プロジェクトを計画したら、ライセンスの追加、 CIFS サーバの作成、 SAN LIF の作成、クラスタと
SVM で移行の準備などのいくつかのタスクを手動で実行する必要があります。
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その後、ツールを使用して SVM に構成を適用します。7-Mode コントローラまたは vFiler ユニットレベルの
構成は、すべてマッピングした SVM に移行されます。ボリュームと LUN の構成は、このフェーズでは移行
されず、インポートフェーズで移行されます。

このフェーズの最後に、 SVM に適用された構成を手動で検証し、必要な変更を加えます。

ストレージ構成をエクスポートして 7-Mode システムを停止します

このフェーズは、 Copy-Free Transition のカットオーバー期間の最初のフェーズです。クライアントアクセス
を手動で切断する必要があります。ただし、すべての NAS サービスと SAN サービスが 7-Mode HA ペアで稼
働している必要があります。これは、 7-Mode Transition Tool で 7-Mode システムからボリュームレベルの構
成を収集するためには、すべてのサービスが稼働している必要があるためです。

エクスポートフェーズでは、ツールは次の処理を実行します。

• ボリュームとストレージの構成をすべて収集します

• 移行する各アグリゲートの Snapshot コピーを作成します

必要に応じて、この Snapshot コピーを使用して 7-Mode にロールバックします。

• 7-Mode コントローラをメンテナンスモードでブートします

• 7-Mode に接続されたディスクからディスク所有権を削除します コントローラ

• ターゲットクラスタノードでディスクの自動割り当てを無効にします

7-Mode ディスクシェルフのケーブル接続

このフェーズのタスクは手動で実行する必要があります。7-Mode コントローラとターゲットクラスタノード
で一意のディスクシェルフ ID を使用してください。

ディスクシェルフ ID が重複している場合は、 ID を変更してから、ディスクシェルフの電源を
再投入する必要があります。

すべての 7-Mode ディスクシェルフを切断して、ターゲットクラスタノードにホットアドする必要がありま
す。ディスクシェルフをターゲットクラスタノードに接続したら、ディスクシェルフの電源を再投入します。

Config Advisor を使用して、ケーブル接続を手動で検証することを推奨します。Config Advisor は、構成の検
証や健常性のチェックに使用できるネットアップシステム向けのツールです。データ収集とシステム分析のた
めに、セキュアなサイトにもセキュアでないサイトにも導入できます。

その後、 7-Mode Transition Tool を使用してケーブル接続を検証し、移行を続行できます。7-Mode Transition

Tool で実行されるケーブル接続チェックは、 Config Advisor で実行されるチェックのうちの一部です。

7-Mode のデータと構成をインポート

このフェーズでは、すべてのストレージオブジェクト（アグリゲート、ボリューム、および LUN ）と関連す
る構成が移行されます。

インポートフェーズでは、ツールは次の処理を実行します。

• 7-Mode のディスクがマッピングしたターゲットクラスタノードに割り当てられます。
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• 7-Mode のアグリゲート、ボリューム、および LUN がすべて、 clustered Data ONTAP 形式に変換されま
す。

• LIF が管理状態が up で SVM に設定されます。

• ボリュームレベルおよび LUN レベルの構成がすべて適用されます。

テスト

このフェーズでは、ターゲット SVM に適用される、移行したすべてのアグリゲート、ボリューム、および構
成を手動でテストする必要があります。また、ホストの設定や SAN ホストの修正など、構成を完了するため
の手動タスクもすべて実行する必要があります。

移行したアグリゲートやボリュームに対して、このフェーズ中に特定の処理を実行することはできません。ま
た、テストフェーズでは推奨されない処理もあります。これは、 7-Mode へのロールバックが必要となった場
合に、ロールバック処理が成功するようにするための措置です。

また、本番環境でのデータアクセスを開始する前に、すべてのアプリケーションとワークロードを手動で入念
にテストする必要があります。

テスト時に実行されるアグリゲート Snapshot コピーおよび書き込み処理が原因で、アグリゲ
ートのスペースが不足する可能性があります。物理的な空きスペースが合計スペースの 5% 未
満になると、アグリゲートはオフラインになります。移行したアグリゲート内の使用可能な空
き物理スペースを定期的に監視して、スペース不足を回避する必要があります。

運用を開始しています

すべてのワークロードとアプリケーションのテストが完了したら、移行したデータへのクライアントアクセス
を本番環境で開始できます。この移行ステージは、本番環境の運用が開始されているものの、プロジェクトの
コミットがまだ済んでいない場合を対象としています。このフェーズは、 7-Mode へのロールバックを決断し
た場合の移行の最終フェーズです。次の理由により、このフェーズを延長することはできません。

• 新しいデータがボリュームに書き込まれると、移行したアグリゲートのスペースが不足する可能性が高く
なる。

• このフェーズでボリュームに書き込まれた新しいデータはロールバック後に使用できなくなります。

プロジェクトをコミットしています

移行の最終フェーズです。エクスポートフェーズで作成されたアグリゲートレベルの Snapshot コピーが削除
されます。

7-Mode アグリゲートをコミットして移行を完了したあとで、 7-Mode にロールバックすることはできませ
ん。

• 関連情報 *

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

Copy-Free Transition を準備しています

Copy-Free Transition を開始する前に、移行する 7-Mode HA ペアを特定し、マイグレー
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ションの要件と制限事項を把握して、 7-Mode システムとクラスタで移行準備をする
必要があります。また、移行対象としてサポートされる Data ONTAP 機能とサポートさ
れない機能を把握しておく必要があります。

• 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"
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Copy-Free Transition の要件

Copy-Free Transition の対象となる 7-Mode システム、クラスタ、 ONTAP リリース、お
よびディスクシェルフの要件を理解しておく必要があります。

サポートされるターゲットリリースおよび既知の問題に関する最新情報については、最新の 7-Mode

Transition Tool リリースノートを参照してください。

"『 7-Mode Transition Tool Release Notes 』"

• * プラットフォームモデル *

コピーフリーの移行は、ミッドエンドとハイエンドの FAS システムおよび IBM N シリーズシステムでの
みサポートされます。。 "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 7-Mode システムとターゲ
ットクラスタノードでサポートされるプラットフォームの最新情報を用意します。

• * 7-Mode ソースシステムでの Data ONTAP *

7-Mode Transition Tool によるマイグレーションでサポートされる 7-Mode のリリースのリストについて
は、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

• * ONTAP ターゲット・システム *

7-Mode Transition Tool バージョン 3.3.1 では、コピーフリー方式を使用した次の ONTAP リリースへの移
行がサポートされます。

◦ ONTAP 9.4 以前の ONTAP 9 リリース

◦ clustered Data ONTAP 8.3.2 以降の 8.x リリース * 注： * コピーフリーの方法を使用して 7-Mode

Transition Tool を ONTAP 9.5 以降に移行することはできません。そのためには、まず 7-Mode

Transition Tool 3.3.1 を使用した ONTAP 9.4 に移行してから、クラスタを ONTAP 9.5 以降にアップグ
レードする必要があります。7-Mode Transition Tool 3.3.2 では、コピーフリーの移行はサポートされ
ていません。

• * HA 構成 *

7-Mode コントローラとターゲットクラスタノードが HA 構成になっている必要があります。HA ペアが正
常に動作している必要があります。また、テイクオーバーモードになっているノードがある場合は移行で
きません。スタンドアロンコントローラでは、コピーフリーの移行がサポートされません。

• * ディスク・シェルフ・モデル *

次のディスクシェルフモデルがサポートされています。

◦ DS4486

◦ DS4246

◦ DS4243
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ONTAP 9.2 および ONTAP 9.4 では、ディスクシェルフモデル DS4243 がサポートされ
ません。このモデルは、 ONTAP 9.2P1 以降のすべての ONTAP 9.2 パッチリリースお
よび ONTAP 9.3 でサポートされます。7-Mode Transition Tool 3.3.1 では、ディスクシ
ェルフモデル DS4243 での ONTAP 9.2P1~ONTAP 9.3 へのコピーフリーの移行がサポ
ートされます。

◦ DS2246

◦ DS14mk4 FC （ ONTAP 9.0 以降ではサポートされません）

◦ DS14mk2 AT （ ONTAP 9.0 以降ではサポートされません）

ディスクシェルフモデル DS14mk2 FC はサポートされません。

• * ディスクファームウェア *

最新の Disk Qualification Package 、ディスクファームウェア、およびディスクシェルフと ACP のファー
ムウェアを 7-Mode システムとターゲットクラスタノードにダウンロードしてインストールする必要があ
ります。

"ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"

"ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

"ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

• * ケーブル接続を確認するツール *

移行時に 7-Mode ディスクシェルフをターゲットクラスタノードに接続したあと、 Config Advisor を使用
してケーブル接続を検証する必要があります。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

Copy-Free Transition に必要なツールとドキュメント

Config Advisor は、コピーフリーの移行に必要なツールです。ディスクシェルフのケー
ブル接続を検証するには、 Config Advisor を使用する必要があります。SAN ホストの更
新に関するドキュメントもあります。

Config Advisor

7-Mode ディスクシェルフをターゲットクラスタノードに接続したあとにケーブル接続を検証するには、
Config Advisor の「 Transition 」実行プロファイルを使用する必要があります。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

ドキュメント

Copy-Free Transition を使用した移行時に SAN ホストで実行する必要のある、移行前と移行後の手順につい
て説明します。
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"SAN ホストの移行および修復"

7-Mode Transition Tool と通信するためのポート要件

7-Mode Transition Tool は、特定のポートを介して 7-Mode システムおよびクラスタと通
信します。7-Mode システムおよびクラスタで以下のポートが開いていて 7-Mode

Transition Tool と通信できるようになっていることを確認する必要があります。

7-Mode システムで開いている必要のあるポート

7-Mode Transition Tool は、ポート 443 で HTTPS を使用して 7-Mode システムと通信します。

クラスタで開いている必要のあるポート

7-Mode Transition Tool は、ポート 443 で HTTPS を使用してクラスタと通信します。

7-Mode Transition Tool で開いている必要のあるポート

7-Mode Transition Tool のポート 8444 が Web インターフェイス用に開いている必要があります。

ネットグループと CIFS ローカルユーザおよびローカルグループを移行するには、次の要件を満たしている必
要があります。

• 7-Mode Transition Tool のポート 8088 が使用可能であることが必要です。

8088 以外のポートを使用する場合は、 7-Mode Transition Tool のインストールディレクトリにある「
transition-tool.conf 」ファイルで、「 tool.http.port 」パラメータに指定されているポートを変更する必要
があります。

構成ファイルでポートを変更したら、 7-Mode Transition Tool サービスを再起動する必要が
あります。

• クラスタ内の各ノードに、ターゲット SVM 用のデータ LIF が少なくとも 1 つ設定されている必要があり
ます。

• すべての SVM データ LIF が、 7-Mode Transition Tool のポート 8088 、または「 transition-tool.conf 」フ
ァイルの「 tool.http.port 」パラメータに指定されているポートと通信できる必要があります。

このトラフィックがファイアウォールでブロックされていないことを確認してください。

• 関連情報 *

"7-Mode Transition Tool のインストールと管理"

7-Mode HA ペアでの移行の準備

移行を開始する前に、 7-Mode システムがターゲットクラスタと通信できるようにし、
HTTPS と TLS を有効にするなど、 7-Mode システムで一定の作業を完了しておく必要
があります。
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cf status コマンドを使用して、 HA ペアが正常であること、およびテイクオーバーモードになっているノー
ドがないことを確認します。NetApp AutoSupport ツールを使用して、エラーやリスクのある状態を検出する
こともできます。

1. ストレージシステムで HTTPS が有効でない場合は、 HTTPS を有効にします。

*options httpd. admin.ssl.enable on *`

HTTPS はデフォルトでは有効になっています。

2. 7-Mode ストレージシステムで TLS を有効にして、 7-Mode Transition Tool が 7-Mode システムと通信で
きるようにします。

a. ストレージシステムで SSL がまだ有効になっていない場合は、 SSL をセットアップして開始しま

す。 +*secureadmin setup ssl *

デフォルトでは、ストレージシステムに対して SSL がセットアップされています。ストレージシステ
ムに対して SSL がすでにセットアップされている場合は、続行するかどうかの確認を求められます。
変更を行わない場合は、 SSL のセットアップを終了できます。

b. SSL を有効にします :+* options ssl.enable on *

TLS 経由の通信を許可するには、このオプションを有効にする必要があります。

c. Enable TLS:+* options tls.enable on *

d. 7-Mode システムで SSLv2 と SSLv3 を無効にします。 +*options ssl.v2.enable off *

'options ssl.v3.enable off

7-Mode Transition Tool は、 7-Mode ストレージシステムとの通信に TLS または SSL プロトコルを使
用します。ストレージシステムで TLS が有効になっている場合は、 TLS プロトコルを使用してスト
レージシステムと通信します。ストレージシステムで TLS が無効になっていて SSLv3 が有効になっ
ている場合は、 SSLv3 を使用してストレージシステムと通信します。

+ 重要：セキュリティ上の脆弱性を回避するため、 TLS を有効にして、 SSLv2 と SSLv3 を無効にするこ
とを推奨します。

7-Mode システムで SP または RLM をセットアップする コピーフリーの移行の場合

7-Mode ストレージシステムで Service Processor （ SP ；サービスプロセッサ）または
Remote LAN Module （ RLM ）を設定していない場合や、 IPv6 アドレスを使用して設
定している場合は、 IPv4 アドレスを使用して SP または RLM を設定する必要がありま
す。

• 7-Mode Transition Tool がインストールされているホストで SSHv2 がサポートされている必要がありま
す。

• 「 admin 」ロールまたは「 login-sp 」機能を持つロールのクレデンシャルが設定された SP または RLM

の「 naroot 」アカウント、または Data ONTAP ユーザアカウントへのアクセス権が必要です。

7-Mode Transition Tool は、移行中にシステムが停止すると、リモート管理デバイスを使用して 7-Mode シス
テムにアクセスします。使用されるリモート管理デバイスはプラットフォームモデルによって異なり、 SP ま
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たは RLM のどちらかです。IPv4 アドレスを使用して SP または RLM を設定する必要があります。IPv6 構
成は移行でサポートされません。

手順

• SP を設定し、 7-Mode Transition Tool がインストールされているホストに SP アクセスを付与します。

a. IPv4 アドレス :+`sp setup' を使用して 'SP ネットワークを構成し ' 有効にします

system1> sp setup

   The Service Processor (SP) provides remote management capabilities

   including console redirection, logging and power control.

   It also extends autosupport by sending

   additional system event alerts. Your autosupport settings are use

   for sending these alerts via email over the SP LAN interface.

Would you like to configure the SP? y

Would you like to enable DHCP on the SP LAN interface? n

Please enter the IP address of the SP []: 192.168.123.98

Please enter the netmask of the SP []: 255.255.255.0

Please enter the IP address for the SP gateway []: 192.168.123.1

Do you want to enable IPv6 on the SP ? n

Verifying mailhost settings for SP use...

b. SP ネットワーク構成の設定を確認します。

*SP ステータス *

system1> sp status

        Service Processor      Status: Online

             Firmware Version:   1.2

             Mgmt MAC Address:   00:A0:98:01:7D:5B

             Ethernet Link:      up

             Using DHCP:         no

    IPv4 configuration:

             IP Address:         192.168.123.98

             Netmask:            255.255.255.0

             Gateway:            192.168.123.1

c. 7-Mode Transition Tool がインストールされているホストに SP アクセスを付与する。

'options sp.ssh.access host=_ 7mtt_host'

7mtt_host は、 7-Mode Transition Tool がインストールされているホストのホスト名または IP アド
レスです。

SP を設定すると、デフォルトですべてのホストにアクセス権が付与されます。特定の
ホストにアクセスを制限する場合は、この手順を実行する必要があります。
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d. 7-Mode Transition Tool がインストールされているホストから、 SP にログインします。

+ssh_username@SP_IP_address _

プロンプトが表示されたら、ユーザ名に対応するパスワードを入力します。

SP プロンプトが表示され、 SP CLI にアクセスした状態になります。

• RLM を設定し、 7-Mode Transition Tool がインストールされているホストに RLM アクセスを付与しま
す。

a. RLM ネットワークに IPv4 アドレス「 +rlm setup 」を設定します

RLM CLI ウィザードで、 RLM の IP アドレス、ネットワークマスク、およびゲートウェイを入力する
必要があります。

system> rlm setup

      The Remote LAN Module (RLM) provides remote management

capabilities

     including console redirection, logging and power control.

     It also extends autosupport by sending

     additional system event alerts. Your autosupport settings are

used

     for sending these alerts via email over the RLM LAN interface.

Would you like to configure the RLM? y

Would you like to enable DHCP on the RLM LAN interface? n

Please enter the IP address for the RLM []:192.168.123.98

Please enter the netmask for the RLM []:255.255.255.0

Please enter the IP address for the RLM gateway []:192.168.123.1

Do you want to enable IPv6 on the RLM ? n

Verifying mailhost settings for RLM use...

b. RLM ネットワーク設定が正しいことを確認します。

「 * RLM の状態 * 」
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system> rlm status

    Remote LAN Module    Status: Online

        Part Number:        110-00030

        Revision:           A0

        Serial Number:      123456

        Firmware Version:   4.0

        Mgmt MAC Address:   00:A0:98:01:7D:5B

        Ethernet Link:      up, 100Mb, full duplex, auto-neg complete

        Using DHCP:         no

    IPv4 configuration:

        IP Address:         192.168.123.98

        Netmask:            255.255.255.0

        Gateway:            192.168.123.1

c. 7-Mode Transition Tool がインストールされているホストに RLM アクセスを付与します。

「 + options rlm.ssh.access host=_ 7mtt_host*` 」のようになります

7mtt_host は、 7-Mode Transition Tool がインストールされているホストの名前または IP アドレスで
す。

RLM を設定すると、デフォルトですべてのホストにアクセス権が付与されます。特定
のホストにアクセスを制限する場合は、この手順を実行する必要があります。

d. 7-Mode Transition Tool がインストールされているホストから、 RLM にログインします。

ssh_username@RLM_IP_address _

プロンプトが表示されたら、ユーザ名に対応するパスワードを入力する必要があります。

RLM プロンプトが表示され、 RLM CLI にアクセスした状態になります。

ネットワークでの移行の準備

論理ポート（ VLAN とインターフェイスグループ）を作成して、クラスタのデータネッ
トワークで移行準備をする必要があります。

NTP サーバが設定され、 7-Mode システムとクラスタの間で時刻が同期されている必要があります。

手順

1. 必要に応じて、ターゲットクラスタノードに VLAN またはインターフェイスグループを作成します。

「 * network port vlan create * 」のように指定します

または

「 * network port ifgrp create * 」のようになります
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移行後にネットワーク接続を提供するには、 7-Mode IP アドレスを ONTAP 内の同様のネットワークトポ
ロジに移行する必要があります。たとえば、 7-Mode IP アドレスが物理ポート上に設定されている場合
は、それらの IP アドレスを ONTAP 内の適切な物理ポートに移行する必要があります。同様に、 VLAN

ポートまたはインターフェイスグループ上に設定された IP アドレスは、 ONTAP 内の適切な VLAN ポー
トまたはインターフェイスグループに移行する必要があります。

2. デフォルト以外の IPspace に SVM を配置する場合は、必要な IPspace を作成します。

「 * network ipspace create * 」

移行対象として選択した 7-Mode IP アドレスまたは新しい LIF がマッピングされた SVM の IPspace に作
成されます。

IPv6 アドレスは移行できないため、移行後に手動で設定する必要があります。

◦ 関連情報 *

"ネットワークと LIF の管理"

7-Mode IP アドレスの移行に関する考慮事項

ONTAP の Storage Virtual Machine （ SVM ）に 7-Mode IP アドレスを移行する場合
は、考慮すべき点がいくつかあります。

• 7-Mode Transition Tool を使用して、既存の 7-Mode IP アドレスを移行したり、 SVM に新しい IP アドレ
スを設定したりできます。

◦ 既存の 7-Mode IP アドレスは、構成の適用（カットオーバー前）フェーズにおいて、管理上「所有」
状態の SVM 上に作成されます。

◦ 新しい IP アドレスは、構成の適用（カットオーバー前）フェーズにおいて、管理状態が「 up 」で
SVM に作成されます。

• IPv6 アドレスは移行できないため、移行後に手動で設定する必要があります。

• iSCSI LIF と FC LIF は移行されないため、移行後に手動で設定する必要があります。

クラスタで移行準備をします

移行の前に、クラスタが 7-Mode Transition Tool と通信できるように準備し、 SVM で移
行準備をする必要があります。データアグリゲートがあるターゲット HA ペアに移行で
きます。

• クラスタをセットアップし、ターゲットクラスタノードをクラスタに追加する必要があります。

"ソフトウェアのセットアップ"

• SVM を作成して、 IPspace に割り当てる必要があります。

• 7-Mode ディスクシェルフは、データアグリゲートおよびボリュームがすでに存在するターゲット HA ペ
アに移行できます。

2 ノードクラスタの場合は、ターゲット SVM のルートボリュームをホストするデータアグリゲートが必
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要です。4 つ以上のノードで構成されるクラスタの場合は、 SVM のルートボリュームは移行対象のノ
ードまたはクラスタ内のその他のノードでホストできます。

移行中にクラスタを別のバージョンの ONTAP にアップグレードしないでください。

必要に応じて、クラスタを同じ ONTAP バージョンのパッチリリースにアップグレードするこ
とができます。

1. 管理ホストから、クラスタ管理 LIF を使用してクラスタにアクセスできることを確認します。

'ssh_username@cluster_mgmt_ip_

2. クラスタで SSLv3 または FIPS を有効にします。

有効にする項目 入力するコマンド

SSLv3 *system services web modify -sslv3-enabled true *

FIPS 140-2 準拠 *system services web modify -ssl-fips-enabled true *

FIPS 140-2 準拠を有効にすると、 SSLv3 は無効になります。ONTAP では、 FIPS 140-2 への準拠が有効
な場合、 SSLv3 を有効にすることはできません。FIPS 140-2 を有効にしたあとで無効にしても、 SSLv3

は無効なままです。

SSLv3 にはセキュリティ上の脆弱性があるため、 FIPS を有効にすることを推奨します。

3. クラスタ管理 LIF で HTTPS が許可されていることを確認します。

a. クラスタ管理 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。 +`* network interface show -vserver

svm_name --lif cluster_mgmt_lif-fields firewall-policy * '

cluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif

cluster_mgmt -fields firewall-policy

vserver lif          firewall-policy

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

cluster1  cluster_mgmt mgmt

b. クラスタ管理 LIF に関連付けられたファイアウォールポリシーで HTTPS アクセスが許可されている

ことを確認します。 +* system services firewall policy show -policy mgmt *
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cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Policy           Service    Action IP-List

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

mgmt

                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0

                 http       allow  0.0.0.0/0, ::/0

                 https      allow  0.0.0.0/0, ::/0

                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0

                 ntp        allow  0.0.0.0/0, ::/0

                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0

                 snmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0

                 ssh        allow  0.0.0.0/0, ::/0

                 telnet     deny   0.0.0.0/0, ::/0

9 entries were displayed.

"システム管理"

移行のためのケーブル接続情報の収集

コピーフリーの移行を開始する前に、 7-Mode コントローラのアダプタ、ポート、ディ
スクシェルフ、およびストレージ接続に関する情報を収集し、 7-Mode ディスクシェル
フをターゲットクラスタノードに接続する方法を計画する必要があります。

Copy-Free Transition ケーブル接続ワークシートを印刷しておく必要があります。

コピーフリーの移行ケーブル接続ワークシート

1. Config Advisor を使用して、 7-Mode ストレージとケーブル接続に関する健常性チェックを実行し、ケー
ブル接続データを収集します。

「 Data ONTAP 7 and 8 (7-Mode )` 」実行プロファイルの「 7-Mode Install Checks 」オプションを使用す
る必要があります。

2. 次のコマンドを使用して、各 7-Mode コントローラに関する必要な情報を収集します。

'sysconfig slot_number

このコマンドの出力から、ディスクシェルフの接続に使用されているポートを特定できます。
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host1> sysconfig 3

        slot 3: SAS Host Adapter 3a

                24 Disks:            13440.0GB

                1 shelf with IOM3

        slot 3: SAS Host Adapter 3b

                24 Disks:            13440.0GB

                1 shelf with IOM3

        slot 3: SAS Host Adapter 3c

                24 Disks:            13440.0GB

                1 shelf with IOM3

        slot 3: SAS Host Adapter 3d

                24 Disks:            13440.0GB

                1 shelf with IOM3

3. クラスタから、次のノードシェルコマンドを各ノードに対して実行します。

*system node run -node _node_name — コマンド sysconfig -a *`

このコマンドの出力を使用して、使用可能なポートと拡張カードスロットに関する情報を取得できます。

4. ターゲットクラスタノードで、 7-Mode ディスクシェルフの接続に使用するポートを計画します。

a. 使用可能な（開いている）ポートを確認します。

b. 拡張カードスロットを確認します。

c. 拡張カードの構成を計画します。

7-Mode システムの拡張カードがデスティネーションのプラットフォームと ONTAP バージョンでもサ
ポートされている場合は、拡張カードの移動を計画できます。必要に応じて、 PAM カードについても
計画できます。

"NetApp Hardware Universe の略"

d. ディスクシェルフのケーブル接続に使用するデスティネーションポートを計画します。

デスティネーションポートの選択は、次のいくつかの要因に左右されます。

▪ ディスクシェルフスタックは別か、または既存か

▪ ポートの可用性

▪ SAS 接続か FC 接続か

▪ オンボードポートまたは拡張カードの有無

5. データセンターに行き、 7-Mode コントローラとターゲットクラスタノードのポート接続をケーブル接続
ワークシートに記入します。

a. 7-Mode コントローラで使用されているポートをケーブル接続ワークシートに記録します。

b. ターゲットクラスタノードで使用されているポートをケーブル接続ワークシートに記録します。

c. 手順で計画した、 7-Mode ディスクシェルフの接続に使用するデスティネーションポートを記入しま
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す #step_D0CFE719A0384F7FA5D9E73C8EA6C2E7。

d. ディスクシェルフの接続に適したケーブルがあることを確認します。

新しいディスクシェルフスタックの場所に基づいて、ケーブル接続に問題がないかを確認します。

e. ラダーラックまたはデータセンターの要件に応じて、より長いケーブル長を計画します。

f. 7-Mode コントローラの各ディスクシェルフスタックとケーブルにラベルを付けます。

移行をロールバックして、ディスクシェルフを 7-Mode コントローラに再接続しなければならなくな
った場合に備えて、 7-Mode ディスクシェルフスタックにラベルを付けておくことを推奨します。

▪ 関連情報 *

"『 SAS Disk Shelves Installation and Service Guide for DS4243 、 DS2246 、 DS4486 、 and DS4246 』を
参照してください"

"DiskShelf14mk2 AT ハードウェアサービスガイド"

"DS14mk2 FC および DS14mk4 FC ハードウェアサービスガイド"

コピーフリーの移行ケーブル接続ワークシート

Copy-Free Transition ケーブル接続ワークシートを使用して、ケーブル接続を計画できま
す。7-Mode コントローラとターゲットクラスタノードに接続するポートとディスクシ
ェルフの情報を記録する必要があります。また、 7-Mode ディスクシェルフをターゲッ
トクラスタノードに接続する際に使用するポートも記録しておく必要があります。

• モジュール A/B ポート：モジュール A/B のポート接続

• シェルフタイプ / 資産タグ：ディスクシェルフタイプ
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• Shelf ID ：ディスクシェルフ ID

ケーブル接続ワークシートの例

7-Mode のケーブル接続 clustered Data ONTAP のケーブル配線

コントローラ A （ホスト名）： 7hostA ノード A （ホスト名）： cluster1-01

場所：コロラド、フロア： 3 階、ラック： 8 場所：コロラド、フロア： 5 階、ラック： 3

モジュール
A のポート

モジュール
B のポート

シェルフタ
イプ / 資産
タグ

シェルフ ID モジュール
A のポート

モジュール
B のポート

シェルフタ
イプ / 資産
タグ

シェルフ ID

1A 0a DS4244/150

254-7
10 ～ 13 1A 0a DS4243 /

174243-2

10-11

1B 0 億 DS4243 /

151205-2
30 ～ 37 1B 0 億 DS4244/150

254-7

20-23

1c （オフラ
イン）

0c （オフラ
イン）

該当なし 該当なし 1C 0c DS4243 /

151205-2
30 ～ 37

1D 0d DS4243 /

143921-4

14-15 1D 0d DS4243 /

143921-4

14-15

• コント
ローラ
B （ホ
スト名
）：
7hostB *

• ノード
B （ホ
スト名
）：
cluster1-

02 *

• 場所：
コロラ
ド、フ
ロア： 3

階、ラ
ック： 8

*

• 場所：
コロラ
ド、フ
ロア： 5

階、ラ
ック： 3

*

• モジュ
ール A

ポート *

• モジュ
ール B

ポート *

• シェル
フタイ
プ / 資産
タグ *

• シェル
フ ID *

• モジュ
ール A

ポート *

• モジュ
ール B

ポート *

• シェル
フタイ
プ / 資産
タグ *

• シェル
フ ID *

1A 0a DS4243 /

174263-6
10 ～ 13

1A 0a DS4243 /

174233-2

10-11 1b （オフラ
イン）

0b （オフラ
イン）

該当なし 該当なし

1B 0 億 DS4243 /

174263-6

20-23 1C 0c DS4243 /

174274-9
30 ～ 37

1C 0c DS4243 /

174274-9
30 ～ 37 1D 0d DS4243 /

174285-6

14-15
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7-Mode のアグリゲートとボリュームで移行準備をします

移行の前に、 7-Mode のアグリゲートとボリュームが移行対象として問題がないことを
確認し、いくつかの手順を手動で実行する必要があります。たとえば、一部のタイプの
ボリュームは移行できません。また、 32 ビットデータは移行前に 7-Mode システムから
削除する必要があります。

7-Mode のアグリゲートとボリュームを移行する場合の制限事項

7-Mode のアグリゲートとボリュームを移行する場合の制限事項を把握する必要があり
ます。一部の制限事項は、 ONTAP でサポートされない機能によるものです。一部の制
限事項については、対処策を実施することで移行を続行できます。

ボリュームタイプ

次のタイプのボリュームは、移行対象としてサポートされていません。

• トラディショナルボリューム

トラディショナルボリュームを移行するには、ホストベースの移行方法を使用します。

"ネットアップテクニカルレポート 4052 ：『 Successfully Transitioning to Clustered Data ONTAP （ Data

ONTAP 8.2.x and 8.3 ）』"

• SnapLock ボリューム

SnapLock ボリュームの移行は、最新のすべての ONTAP リリースでサポートされています。

• FlexCache ボリューム

アグリゲートとボリュームの状態

移行対象として選択した 7-Mode のアグリゲートとボリュームが次のいずれかの状態の場合、移行はブロック
されます。

• オフラインです

• 制限

• 不整合（ WAFL 不整合）

FlexClone ボリューム

クローン階層と Storage Efficiency は、コピーフリーの移行時に保持されます。ただし、親 FlexVol ボリュー
ムとそのすべての FlexClone ボリュームが同じ vFiler ユニットに属していることを確認する必要がありま
す。FlexClone ボリュームが親ボリュームとは異なる vFiler ユニットにある場合は、次のいずれかを実行する
必要があります。

• 親 FlexVol ボリュームが属する vFiler ユニットに FlexClone ボリュームを移動します。

• クローンを親 FlexClone ボリュームからスプリットして、 FlexVol ボリュームとして移行します。
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別の vFiler ユニットに属する qtree を含むボリューム

ボリュームに qtree が含まれていて、 qtree がボリュームとは異なる vFiler ユニットに属している場合、その
ボリュームを移行することはできません。移行の前に次のいずれかを実行して、各ボリュームとそのすべての
qtree が同じ vFiler ユニットに属するようにする必要があります。

• ボリュームが属する vFiler ユニットに qtree を移動します。

• qtree を削除します。

inode から親へのパス名変換の設定

inode から親へのパス名変換が各ボリュームで有効になっている必要があります。no_i2p オプションをオフに
すると、親のパス名変換を有効にすることができます。

` * vol options vol_name _no_i2p off * 」というメッセージが表示されます

i2p スキャンが完了するまで待たずに、移行準備を続行できます。

32 ビットアグリゲートを使用する 7-Mode システムの移行準備

ONTAP 8.3 以降では、 32 ビットのアグリゲート、ボリューム、および Snapshot コピ
ーがサポートされません。そのため、 32 ビットのアグリゲートを 64 ビットに拡張して
から、 32 ビットのボリュームおよび Snapshot コピーを見つけて 7-Mode システムから
削除したうえで、移行を実行する必要があります。

• * 32 ビットアグリゲート *

a. アグリゲートの 64 ビット形式への拡張

b. 32 ビットボリュームと Snapshot コピーの検出と削除

• * 32 ビット・ボリュームまたは Snapshot コピー *

64 ビットのアグリゲートとボリュームしかない場合でも、 32 ビット形式または混在形式の FlexVol ボリ
ュームや Snapshot コピーが残っている可能性があります。移行の前に、これらのボリュームと Snapshot

コピーを削除する必要があります。

32 ビットボリュームと Snapshot コピーの検出と削除

• 関連情報 *

"ネットアップテクニカルレポート 3978 ：『 In-Place Expansion of 32-Bit Aggregates to 64-Bit Overview and

Best Practices 』"

アグリゲートの 64 ビット形式への拡張

システムに 32 ビットアグリゲートが含まれている場合は、 7-Mode システムの
system_before の移行先を Data ONTAP 8.3 以降のバージョンに移行する前に、該当す
るアグリゲートを 64 ビット形式に拡張する必要があります。これらのバージョンの
Data ONTAP では 32 ビット形式がサポートされないためです。

• アグリゲートに 32 ビットソースボリュームと SnapMirror 関係にあるデスティネーションボリュームが含
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まれている場合は、デスティネーションボリュームを含むアグリゲートを拡張する前に、ソースボリュー
ムを含むアグリゲートを拡張しておく必要があります。

SnapMirror 関係にあるボリュームについては、ミラー関係はそのままで、デスティネーションボリュームに
ソースボリュームの形式が継承されます。拡張するアグリゲートにソースが 32 ビットボリュームのデスティ
ネーションボリュームが含まれている場合は、アグリゲートを拡張する前にミラー関係を解除すると、デステ
ィネーションボリュームが 64 ビット形式に拡張されます。ただし、ソースボリュームが 32 ビットのままで
ミラー関係を再確立すると、デスティネーションボリュームは 32 ビット形式に戻ります。このため、アグリ
ゲート内の 32 ビットボリュームをすべて 64 ビット形式に拡張する場合は、 SnapMirror 関係を再確立する前
に、ソースボリュームを含むアグリゲートを拡張する必要があります。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます。

「 * priv set advanced * 」と入力します

2. 拡張を開始します。

*aggr 64bit-upgrade start_aggr_name _ *

3. 適切な操作を実行します。

コマンドの結果 作業

拡張が開始されます 次の手順に進みます。

1 つ以上のボリュームを拡張できなかったことを示
します 十分なスペースがなかったため

コマンドを再試行して 'grow-all ' オプションを追加
します

一部の拡張を完了できなかったことを示します そ
の他の理由

エラーメッセージに記載されている問題に基づい
て、該当する操作を実行します。

4. 拡張のステータスを表示します。

*aggr 64bit-upgrade status_aggr_name *

拡張の現在のステータスが表示されます。実行中のアップグレードがないことを示すメッセージが表示さ
れた場合、拡張が完了しています。

5. アグリゲート内のすべてのボリュームが 64 ビット形式になったことを確認します。

aggr 64bit-upgrade status_aggr_name — all

6. admin 特権モードに戻ります :`priv set admin`

アグリゲートが 64 ビット形式に拡張されます。ただし、すべてのボリュームが拡張されても、 32 ビット
Snapshot コピーが残っている可能性があります。ソースボリュームに 32 ビット Snapshot コピーが残ってい
ると、 Data ONTAP 8.3 以降にアップグレードまたは移行することはできません。
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32 ビットボリュームと Snapshot コピーの検出と削除

すべてのアグリゲートを 64 ビット形式に拡張した場合でも、 32 ビット形式または混在
形式の FlexVol ボリュームや Snapshot コピーが残っている可能性があります。Data

ONTAP 8.3 以降を実行するクラスタからデータにアクセスするには、このようなボリュ
ームや Snapshot コピーを削除する必要があります。

• システム上のすべての 32 ビットアグリゲートを 64 ビット形式に拡張しておく必要があります。

このタスクの手順は、 32 ビットボリュームと Snapshot コピーを含むアグリゲートごとに繰り返す必要があ
ります。

手順

1. advanced モードに切り替えます。

「 * priv set advanced * 」と入力します

2. アグリゲート内のすべてのボリュームの形式を表示します。

aggr 64bit-upgrade status_aggr_name — all

アグリゲート内の各ボリュームとその形式が表示されます。

3. 32 ビット形式または混在形式のボリュームごとに、ボリュームが 64 ビット形式に拡張されていない理由
を確認し、適切な操作を実行します。

ボリュームが拡張されなかった理由を特定できない場合は、アグリゲートの拡張を再試行します。

ボリュームの状況 作業

は、 SnapMirror 関係のデスティネーションです ソースボリュームを含むアグリゲートを 64 ビット
形式に拡張します。

読み取り専用ボリューム（ただし SnapMirror デス
ティネーションではない）

ボリュームを書き込み可能にして拡張を再試行する
か、ボリュームを削除します。

に十分な空きスペースがないため、拡張されません
でした ボリュームまたはアグリゲート

ボリュームまたはアグリゲートの空きスペースを増
やして拡張を再試行します。

これでアグリゲート内の 32 ビットボリュームと混在形式のボリュームがすべて 64 ビットになります。こ
れは、前の手順を繰り返して確認できます。

4. システム上のすべての Snapshot コピーの形式を表示します。

snap list -fs-block-format

5. snap delete コマンドを使用して 32 ビット Snapshot コピーを削除します。
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この操作では、 Snapshot コピー内のデータが削除されます。削除しようとしている
Snapshot コピーを残しておく必要がないことを必ず確認してください。また、 32 ビット
Snapshot コピーが期限切れになるまで待つこともできます。この処理にかかる時間は、
Snapshot コピーのスケジュールによって異なります。

FlexClone ボリュームのベースの Snapshot コピーである Snapshot コピーを削除する場合は、 FlexClone

ボリュームをその親からスプリットしておく必要があります。

32 ビット Snapshot コピーがすべて削除されます。これは、前の手順を繰り返して確認できます。

6. admin 権限レベルに戻ります。

priv set admin

移行でのアグリゲートスペースの要件

移行の前に、 7-Mode アグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認する必要が
あります。7-Mode Transition Tool は、物理スペース、論理スペース、 Snapshot コピー
の占有スペース、およびスペースギャランティの設定に基づいて、アグリゲートに対し
てさまざまなスペースチェックを実行します。また、 Flash Pool アグリゲートのスペー
スに関する考慮事項も把握しておく必要があります。

アグリゲートの物理スペース

7-Mode アグリゲートの空きスペースが物理スペースの 5% 未満の場合は、移行がブロックされます。移行前
に、 7-Mode アグリゲートに 20% 以上の空きスペースを確保することを推奨します。

アグリゲートには、次の理由で追加のスペースが必要です。

• 実行中に、 7-Mode アグリゲートごとにアグリゲートレベルの Snapshot コピーを作成します エクスポー
トフェーズ

• 移行したアグリゲート上のワークロードを新しいデータでテストします テストフェーズ

十分なスペースがない場合は、移行前に 7-Mode システムにディスクを追加できます。ディスクの追加が現実
的でない場合や、テストフェーズの際に移行したボリュームに書き込まれるデータがごく少量であることが確
実な場合は、このエラーを承認して移行を続行できます。ただし、移行中も引き続きアグリゲートのスペース
を監視して、テストフェーズでアグリゲートが拡張しないようにする必要があります。

アグリゲートの論理スペース

7-Mode アグリゲートの論理スペースが 97% 以上使用されている場合、 7-Mode Transition Tool の事前確認で
エラーが生成されます。計画フェーズではこのエラーを無視して移行を続行できます。 ただし、アグリゲー
ト内のボリュームのサイズを縮小するか、アグリゲートにディスクを追加して、エクスポートおよび停止処理
の前に使用される論理スペースを 97% 未満にする必要があります。エクスポートおよび停止フェーズではこ
のエラーを無視できません。

Snapshot オーバーフロー

7-Mode アグリゲート内の Snapshot コピーが Snapshot コピーリザーブよりも多くのスペースを占有してい
る場合は、エクスポートおよび停止処理でアグリゲートレベルの Snapshot コピーの作成が失敗する可能性が
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あります。7-Mode Transition Tool の事前確認では、この状況に対してエラーが生成されます。その場合、
アグリゲートレベルの既存の Snapshot コピーを計画フェーズですべて削除する必要があります。

既存の Snapshot コピーを削除したくない場合は、計画フェーズではこのエラーを無視して移行を続行できま
す。ただし、エクスポートおよび停止処理の前までに、 Snapshot コピーの使用済みスペースを 100% 未満に
しておく必要があります。

スペースギャランティの設定

7-Mode コントローラのボリュームに次のスペースギャランティが設定されている場合、 7-Mode Transition

Tool の事前確認でエラーが生成されます。

• ギャランティが無効になっているボリューム

• 設定が file のボリューム

• * ボリュームギャランティが設定されたボリュームで、ギャランティが無効になっています *

アグリゲートのスペース不足が原因で、設定が volume のボリュームのスペースギャランティが無効にな
っている場合があります。

7-Mode アグリゲートに十分な空きスペースを作成してから、次の 7-Mode コマンドを使用して該当する
7-Mode ボリュームのスペースギャランティを有効にする必要があります。

'*vol options _volume_name _guarantee volume *

7-Mode で上記の対処策を実行したくない場合は、このエラーを無視できます。移行が完了したら、ギャ
ランティが無効になっているボリュームを確認し、次のコマンドを使用してギャランティを手動で有効に
します。

* volume modify -vserver -volume -space-guarantee volume *

• * ファイルギャランティが設定されたボリューム *

ファイルギャランティは ONTAP ではサポートされていません。

ギャランティが file のボリュームがある場合は、次のいずれかを実行する必要があります。

◦ 7-Mode ボリュームにスペースリザーブの LUN またはファイルが含まれている場合は、 7-Mode コマ

ンド： +*vol options_volume_name _guarantee volume * を使用して、ボリュームのスペー
スギャランティのタイプを volume に変更します

このコマンドを実行する前に、 7-Mode アグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認する必
要があります。

◦ 7-Mode ボリュームにスペースリザーブの LUN またはファイルが含まれていない場合は、次の 7-

Mode コマンドを使用してボリュームのスペースギャランティを none に変更します。 +`*vol options

_volume_name _guarantee none*7-Mode で修正措置を実行しない場合は、このエラーを無視して移
行を続行できます。

移行中に、これらのボリュームにスペースリザーブ LUN またはファイルが含まれている場合、スペー
スギャランティは自動的に「 volume 」に変換されますが、スペースギャランティは最初は無効にな
ります。アグリゲートに十分な空きスペースを作成してから、次のコマンドを使用して手動でギャラ
ンティを有効にする必要があります。
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+* volume modify -vserver -volume -space-guarantee volume *

+ ボリュームにスペースリザーブの LUN またはファイルが含まれていない場合は、移行中にスペースギ
ャランティが自動的に none に変換されます。

Flash Pool アグリゲートに関するその他の考慮事項を示します

Flash Pool アグリゲートの SSD の空きスペースが SSD の合計ディスクスペースの 5% 未満の場合、移行は
サポートされません。移行を続行するには、 SSD キャッシュを無効にするか、 SSD を追加する必要があり
ます。

• 関連情報 *

移行時に無視できるエラーです

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

ネームサービスの移行準備をしています

DNS 、 LDAP 、 NIS 、ホスト、ネームサービススイッチなどのネームサービス設定
UNIX ユーザおよびグループおよびネットグループの構成は 7-Mode Transition Tool で移
行されます。ネームサービス構成を移行する前に、いくつかの考慮事項を理解しておく
必要があります。

ネームサービスの移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順

7-Mode Transition Tool で移行されるネームサービス構成を理解しておく必要がありま
す。ONTAP でサポートされていないか、または手動で移行しなければならない一部のネ
ームサービス構成は、 ONTAP に移行されません。

事前確認のエラーおよび警告メッセージをすべて検証して、このような構成が移行に及ぼす影響を評価する必
要があります。

移行される構成

以下のネームサービス構成が 7-Mode Transition Tool で移行されます。

• DNS 構成 (/etc/resolv.conf )

• LDAP の設定

• NIS の設定

• ネーム・サービス・スイッチ構成 (/etc/nsswitch.conf' および /etc/resolv.conf )

• ホストの構成（ /etc/hosts ）

• UNIX ユーザおよびグループ (`/etc/passwd および `/etc/group')

• ネットグループの構成 (/etc/netgroup')

これらのネームサービス構成の詳細については、事前確認の結果を参照してください。
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ONTAP でサポートされない構成です

• NIS スレーブ

• NIS ブロードキャスト

• NIS グループキャッシング

• 動的 DNS

• DNS キャッシュ

• シャドウデータベース

• ファイルまたは DNS 以外のホストデータベースソース

ONTAP では、ホスト検索でサポートされるのはファイルと DNS のみです。その他のデータベースソース
はサポートされません。/etc/nsswitch.conf のホスト検索順序は移行時に無視されます

手動で設定する必要がある構成

SVM で次の LDAP オプションを手動で設定する必要があります。

• ldap.usermap.attribute.unixaccount`

• 「 ldap.password 」を入力します

• ldap.usermap.base`

• 「 ldap.ssl.enable 」

• 関連情報 *

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ

"NFS の管理"

"ネットワークと LIF の管理"

DNS 、 NIS 、 LDAP の構成の移行に関する考慮事項

Data ONTAP 7-Mode での DNS 、 NIS 、 LDAP の構成が、 ONTAP にどのように移行
および適用されるかを理解しておく必要があります。

DNS の移行に関する考慮事項

ONTAP 構成では、 SVM あたり最大 6 つのドメイン名と 3 つのネームサーバがサポートされます。7-Mode

システムとターゲット SVM 全体でドメイン名またはネームサーバの数がサポートされている制限を超えてい
る場合は、 7-Mode Transition Tool でエラーが報告され、処理が中断します。移行を続行するには、 DNS 構
成の移行を無視する必要があります。

DNS 構成の移行を無視する場合は、ターゲット SVM で DNS を手動で設定する必要がありま
す。
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NIS の移行に関する考慮事項

• 7-Mode システムでは、 NIS ドメイン名を 64 文字以内にする必要があります。

• ONTAP 9.1 以前を実行しているターゲットクラスタバージョンに移行する場合は、 7-Mode システムの「
nis.servers` 」オプションが FQDN （完全修飾ドメイン名）ではなく IP アドレスのみで設定されている必
要があります。

ONTAP 9.1 以前を実行しているクラスタに移行する場合は、移行の前に 7-Mode システムの「
nis.servers` 」オプションを IP アドレスで設定する必要があります。7-Mode システムの「 nis.servers` 」
オプションを FQDN で設定した場合は、移行先のクラスタが 9.2 から 9.5 の間で任意のバージョンの
ONTAP を実行している状態であれば移行がサポートされます。

LDAP の移行に関する考慮事項

• 7-Mode システムでユーザマッピング（「 ldap.usermap.base` 」）ルックアップとユーザパスワード（「
ldap.base.passwd 」）ルックアップに別々のベース値と範囲値が指定されている場合は、ユーザパスワー
ドのベース値と範囲値のみが移行されます。

ベース値と範囲値は、原因のユーザマッピングルックアップとユーザパスワードルックアップで使用され
ます。これにより、 ONTAP のセキュリティ上の問題が発生する可能性があります。必要に応じて、移行
後に ONTAP でユーザの Distinguished Name （ DN ；識別名）オプションにユーザマッピングのベース
値と範囲値を手動で追加してください。

ネットグループと UNIX ユーザおよびグループの移行に関する考慮事項

ネットグループ構成は、 7-Mode の「 /etc/netgroup 」ファイルのサイズが 5MB 未満の
場合にのみ移行されます。UNIX ユーザおよびグループは、 SVM 上の UNIX ユーザおよ
びグループの総数が、 ONTAP でのユーザとグループの制限を超えない場合にのみ移行
されます。

ネットグループに関する考慮事項

7-Mode の「 /etc/netgroup 」ファイルが 5MB より大きい場合、ネットグループ構成は移行されません。移行
を続行するには、次のいずれかを実行する必要があります。

• ネットグループを移行対象から除外する。

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ

• 移行の前に、ネットグループ構成を NIS サーバまたは LDAP サーバに移動する。

UNIX ユーザおよびグループに関する考慮事項

移行する UNIX ユーザおよびグループの総数が、 ONTAP の UNIX ユーザおよびグループの制限を超える場合
は、 7-Mode Transition Tool によって移行がブロックされます。移行を続行するには、次のいずれかを実行す
る必要があります。

• UNIX ユーザおよびグループを移行対象から除外する。

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ
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• 移行の前に、 UNIX ユーザおよびグループを NIS サーバまたは LDAP サーバに移動する。

• 関連情報 *

"NFS の管理"

NFS の移行を準備しています

7-Mode システムに NFS のライセンスが設定されていて NFS サービスが実行されてい
る場合は、クラスタおよびターゲット SVM で NFS 構成を移行する準備を手動で行う必
要があります。また、移行される構成についても把握しておく必要があります。

7-Mode の一部の NFS 構成は、 ONTAP でサポートされません。一部の構成は 7-Mode Transition Tool では移
行されないため、 SVM に手動で適用する必要があります。

NFS 構成を移行するための前提条件

NFS 構成が 7-Mode Transition Tool で移行されるのは、 7-Mode システムおよびクラス
タが一定の前提条件を満たしている場合のみです。条件が 1 つでも満たされていない
と、構成は移行されません。

7-Mode の前提条件

• NFS のライセンスが有効になっていること。

• MultiStore のライセンスがある場合は、すべての vFiler ユニットで NFS が有効になっている必要がありま
す。

• 移行時に 7-Mode システムで NFS サービスが実行されていること。

クライアントアクセスの切断後、エクスポートフェーズを開始するための準備中であっても、 7-Mode シ
ステムでサービスが実行されている必要があります。

• メモリ内のエクスポートルールを移行する場合は ' 移行前にそれらのルールを /etc/exports ファイルに追
加する必要があります

7-Mode Transition Tool で移行されるのは、「 /etc/exports 」ファイルに定義された永続的なエクスポート
ルールのみです。

クラスタの前提条件

• NFS のライセンスが有効になっていること。

• 関連情報 *

"ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"

NFS の移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順

一部の NFS 構成は ONTAP に移行されません。移行されないのは、 ONTAP でサポート
されていない構成、 7-Mode とは機能が異なる構成、または手動で移行しなければなら
ない構成です。事前確認のエラーおよび警告メッセージをすべて検証して、このような
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構成が移行に及ぼす影響を評価する必要があります。

移行対象としてサポートされる構成

以下の NFS 構成が 7-Mode Transition Tool で移行されます。

• NFS オプション：

◦ 「 nfs.udp.xfersize 」

◦ 「 nfs.v4.id.domain 」

◦ 'nfs.v4.acl.max.aces

◦ 「 nfs.tcp.xfersize 」

◦ 「 nfs.rpcsec.ctx.high 」のようになります

◦ 「 nfs.rpcsec.ctx.idle. 」と入力します

◦ 'nfs.response.trigg`

◦ wafl.default_nt_user`

◦ 「 nfs.mount_rootonly 」

◦ 「 nfs.tcp.enable 」を参照してください

◦ 「 nfs.udp.enable 」を参照してください

◦ 「 nfs.response.trace

◦ 'nfs.v4.read_delegation

◦ 「 nfs.v4.write_delegation 」というようにします

◦ 「 nfs.v4.acl.enable 」を参照してください

◦ 「 nfs.vstorage.enable 」を参照してください

◦ 'nfs.v3.enable`

◦ 'nfs.v4.enable `

• NFS エクスポートルール：

actual オプションを使用してエクスポートルールが設定される場合、エクスポートパス（エイリアスパス
）は無視され、実際のパスを使用してエクスポートルールが設定されます。

• Kerberos セキュリティ krb5p を使用したエクスポートルール

これらの NFS 構成の詳細については、事前確認の結果を参照してください。

ONTAP でサポートされない構成です

次の NFS 構成は ONTAP でサポートされません。

• サブボリュームの NFS エクスポートでは、 qtree レベルの NFS エクスポート以外がエクスポートされま
す

• WebNFS の場合と

• PC-NFS
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• NFSv2

• 1 つ以上のファイルシステムからの NFS クライアントのフェンシング パス

• 一部の NFS オプション

サポート対象外のオプションの一覧については、事前確認の警告メッセージを参照してください。

手動で移行する必要のある構成

一部の NFS 構成は、 ONTAP でサポートされるものの、 7-Mode Transition Tool では移行されません。

以下の NFS 構成では、事前確認処理の際に警告メッセージが生成されます。これらの構成は手動で SVM に
適用する必要があります。

• NFS 監査構成

• NFS オプション：

◦ 「 rpc.mps.tcp.port 」を参照してください

◦ 「 rpc.mps.udp.port 」を参照してください

◦ rpc.mountd.tcp.port

◦ rpc.mountd.udpport

◦ 「 nfs.export.neg.timeout 」のように設定されています

◦ 「 nfs.export.pos.timeout 」のようになります

◦ 'nfs.export.harvest.timeout 'vserver nfs modify コマンドを使用して 'NFS 対応の Storage Virtual

Machine （ SVM ）の構成を変更します

• Kerberos 設定

ONTAP で機能が異なる構成

以下の NFS 構成は、 ONTAP では機能が異なります。

• NFS エクスポートルール

• NFS エクスポートアクセスキャッシュ

• NFS 診断コマンド

• 「 howmount 」コマンドのサポート

• NFS Kerberos 暗号化

• NLM バージョンのサポート

• 関連情報 *

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ

"NFS の管理"
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NFS エクスポートが移行される仕組み

移行後に SVM で NFS エクスポートがどのように設定されるかを理解する必要がありま
す。7-Mode のエクスポート設定が ONTAP でサポートされない場合は、いくつかの手順
を手動で実行する必要があります。

NFS エクスポートの移行に関する次の考慮事項に注意する必要があります。

• すべての NFS クライアントに読み取り専用アクセスを許可する設定で SVM ルートボリュームがエクスポ
ートされていない場合は、 7-Mode Transition Tool によって、すべての NFS クライアントに読み取り専用
アクセスを許可する新しいエクスポートポリシーが作成され、そのポリシーを使用して SVM のルートボ
リュームがエクスポートされます。

移行したすべてのボリュームまたは qtree がマウント可能となるようにするには、すべての NFS クライ
アントに対して SVM のルートボリュームへの読み取り専用アクセスを許可する必要があります。

• ONTAP でサポートされないエクスポート設定を使用する 7-Mode ボリュームを移行すると、すべての
NFS クライアントへのアクセスを禁止する設定でそれらのボリュームがエクスポートされます。

必要なアクセス権限を設定するには、移行後にこれらのボリュームのエクスポートポリシーを手動で設定
する必要があります。

• ONTAP でサポートされないエクスポート設定を使用する 7-Mode qtree を移行すると、 qtree は親ボリュ
ームのエクスポートポリシーを継承します。

必要なアクセス権限を設定するには、移行後にこれらの qtree のエクスポートポリシーを手動で設定する
必要があります。

• ONTAP で NFS クライアントが qtree をマウントするには、 SVM のルートボリュームジャンクションパ
ス（つまり / ）までのすべての親ジャンクションパスで NFS クライアントに読み取り専用アクセス権限
が設定されている必要があります。

NFS クライアントが qtree をマウントするには、読み取り専用権限のあるボリュームに qtree が属してい
る必要があります。ボリュームレベルでの読み取り専用権限がないと、 NFS クライアントは qtree をマ
ウントできません。

• 読み取り専用、読み取り / 書き込み、およびルートのアクセス権限リストと同じホストを組み合わせて指
定した場合は、移行後にエクスポートルールを評価して、そのホストに適したアクセス権限を決定する必
要があります。

"ネットアップテクニカルレポート 4067 ：『 NFS Best Practice and Implementation Guide 』"

例：ボリュームのエクスポートポリシーを変更して qtree へのアクセスを許可する

7-Mode ストレージシステム（ 192.168.26.18 ）で、 NFS クライアント 192.168.10.10 に対してボリューム
volstd10 と qtree qtree1 への読み取り / 書き込みアクセスを許可する次のエクスポートルールが設定されてい
るとします。

/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid

/vol/volstd10 -sec=sys,rw=192.168.11.11,nosuid
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移行後、 ONTAP でボリューム volsdt10 のエクスポートポリシーが次のように設定されます。

cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226

-instance

 (vserver export-policy rule show)

                                               Vserver: std_22

                                           Policy Name: std_2226

                                            Rule Index: 1

                                       Access Protocol: any

Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11

                                        RO Access Rule: sys

                                        RW Access Rule: sys

           User ID To Which Anonymous Users Are Mapped:65534

                              Superuser Security Types: none

                          Honor SetUID Bits in SETATTR: false

                             Allow Creation of Devices: true

cluster-01::>

移行後、 ONTAP で qtree qtree1 のエクスポートポリシーが次のように設定されます。

 cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname

std_2225 -instance

  (vserver export-policy rule show)

                                    Vserver: std_22

                                Policy Name: std_2225

                                 Rule Index: 1

                            Access Protocol: any

Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10

                             RO Access Rule: sys

                             RW Access Rule: sys

User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534

                   Superuser Security Types: none

               Honor SetUID Bits in SETATTR: false

                  Allow Creation of Devices: true

cluster-01::>

NFS クライアント 192.168.10.10 がこの qtree にアクセスするには、この NFS クライアントに qtree の親ボ
リュームに対する読み取り専用アクセス権限が必要です。

次の出力は、この NFS クライアントが qtree のマウント時にアクセスを拒否されたことを示しています。
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 [root@192.168.10.10 ]# mount 192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1

transition_volume_qtreemount:192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1 failed,

reason

given by server: Permission denied [root@192.168.10.10 ]#

NFS クライアント 192.168.10.10 に読み取り専用アクセス権限を与えるために、ボリュームのエクスポート
ポリシーを手動で変更する必要があります。

cluster-01::> export-policy rule create -vserver std_22 -policyname

std_2226 -clientmatch

192.168.10.10 -rorule sys -rwrule never -allow-suid false -allow-dev true

-superuser none -protocol nfs

  (vserver export-policy rule create)

cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226

-instance

  (vserver export-policy rule show)

                                    Vserver: std_22

                                Policy Name: std_2226

                                 Rule Index: 1

                            Access Protocol: any

Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11

                             RO Access Rule: sys

                             RW Access Rule: sys

User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534

                   Superuser Security Types: none

               Honor SetUID Bits in SETATTR: false

                  Allow Creation of Devices: true

**                                    Vserver: std_22

                                Policy Name: std_2226

                                 Rule Index: 2

                            Access Protocol: nfs

Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10

                             RO Access Rule: sys

                             RW Access Rule: never

User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534

                   Superuser Security Types: none

               Honor SetUID Bits in SETATTR: false

                  Allow Creation of Devices: true**

cluster-01::>
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例： 7-Mode と ONTAP での qtree エクスポートルールの違い

7-Mode ストレージシステムでは、 NFS クライアントが親ボリュームのマウントポイントから qtree にアクセ
スした場合、 qtree のエクスポートルールが無視され、親ボリュームのエクスポートルールが有効となりま
す。ただし、 ONTAP では、 NFS クライアントが qtree を直接マウントするか、親ボリュームのマウントポ
イントから qtree にアクセスするかにかかわらず、常に qtree のエクスポートルールが適用されます。この例
は、特に NFSv4 に該当します。

7-Mode ストレージシステム（ 192.168.26.18 ）でのエクスポートルールの例を次に示します。

/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,ro=192.168.10.10,nosuid

/vol/volstd10   -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid

7-Mode ストレージシステムでは、 NFS クライアント 192.168.10.10 には qtree に対する読み取り専用アクセ
ス権限のみが設定されています。ただし、クライアントには親ボリュームに対する読み取り / 書き込みアクセ
ス権限があるため、親ボリュームのマウントポイントから qtree にアクセスした場合は qtree に書き込むこと
ができます。

[root@192.168.10.10]# mount 192.168.26.18:/vol/volstd10 transition_volume

[root@192.168.10.10]# cd transition_volume/qtree1

[root@192.168.10.10]# ls transition_volume/qtree1

[root@192.168.10.10]# mkdir new_folder

[root@192.168.10.10]# ls

new_folder

[root@192.168.10.10]#

ONTAP では、 qtree qtree1 に直接アクセスするか、 qtree の親ボリュームのマウントポイントからアクセス
するかにかかわらず、 NFS クライアント 192.168.10.10 にはこの qtree に対する読み取り専用アクセス権限
のみが与えられます。

移行後、 NFS エクスポートポリシーを適用した場合の影響を評価し、必要であれば、 ONTAP では新たな方
法で NFS エクスポートポリシーを適用するようにプロセスを変更する必要があります。

• 関連情報 *

"NFS の管理"

SMB / CIFS の移行の準備

7-Mode システムに SMB / CIFS のライセンスがあり、 SMB / CIFS サービスが実行され
ている場合は、 SMB / CIFS 構成を移行するために、 SMB / CIFS ライセンスの追加や
SMB / CIFS サーバの作成などのいくつかのタスクをターゲットクラスタと SVM で手動
で実行する必要があります。

また、移行される構成についても把握しておく必要があります。7-Mode の一部の SMB / CIFS 構成は、
ONTAP でサポートされません。一部の構成は 7-Mode Transition Tool では移行されないため、 SVM に手動で
適用する必要があります。
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CIFS 構成を移行するための前提条件

CIFS 構成が 7-Mode Transition Tool で移行されるのは、 7-Mode システムおよびクラス
タが一定の前提条件を満たしている場合のみです。条件が 1 つでも満たされていない
と、構成は移行されません。

7-Mode の前提条件

• CIFS ライセンスが追加されていること。

• MultiStore ライセンスが有効になっている場合は、移行対象のボリュームが属する vFiler ユニットで許可
されるプロトコルの一覧に CIFS が追加されていること。

• CIFS がセットアップされて、移行時に実行されていること。

クライアントアクセスの切断後、エクスポートフェーズを開始するための準備中であっても、 7-Mode シ
ステムで CIFS サービスが実行されている必要があります。

• CIFS の認証タイプが Active Directory （ AD ）またはワークグループであること。

クラスタの前提条件

• CIFS ライセンスが追加されていること。

• ONTAP の各バージョンでサポートされている CIFS 認証方式は次のとおりです。

◦ clustered Data ONTAP 8.2.x / 8.3.x ： AD 認証

◦ ONTAP 9.0 以降では、 AD 認証とワークグループ認証がサポートされます。

• ターゲット SVM で、次の表に示す認証方式が使用されていること。

7-Mode の認証方式 clustered Data ONTAP 8.2.x

および 8.3.x の認証方式
ONTAP 9.5 以前の認証方式

広告 広告 広告

ワークグループ 広告 ワークグループまたは AD

• 7-Mode の CIFS サーバとターゲット SVM の CIFS サーバの間で AD ドメインが一致しない場合、 CIFS

構成を 7-Mode から ONTAP へ移行可能。

AD ドメイン名の不一致が検出されるとエラーが生成されますが、このエラーは無視できます。移行を続
行するには、エラーを承認します。

• 構成の適用（カットオーバー前）フェーズの前に、 CIFS サーバが手動で設定されていること。

SVM 上に CIFS サーバを作成するには、次の 2 つの方法があります。
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状況 実行する処理

CIFS サーバ ID をターゲットに転送するか、または
保持します SVM  You have the following two

options to create the CIFS

server:

.. ONTAP

のすべてのバージョンに適用可能：

+ * SVM のプロビジョニングフェーズの前に、一時
的な CIFS ID を使用して、 7-Mode システムで
CIFS サーバを再設定する必要があります。

+ これにより、元の CIFS サーバ ID を SVM に設定
できるようになります。「 VM のプロビジョニン
グ」フェーズと「エクスポートおよび停止」フェー
ズで、 CIFS サーバが、新しい一時 ID を使用して
7-Mode システムで実行されていることを確認する
必要があります。この操作は、 SVM のプロビジョ
ニングフェーズと「エクスポートおよび停止」フェ
ーズで 7-Mode から CIFS 構成を読み取るために必
要です。

• ターゲット SVM に、元の 7-Mode CIFS ID を
使用して CIFS サーバを設定する必要がありま
す。

• これらの条件を満たしたら、「 VM のプロビジ
ョニング」操作を実行し、「エクスポートおよ
び停止」操作を実行して、 ONTAP ボリューム
へのクライアントアクセスを有効にします。

a. ONTAP リリース 9.0 から 9.5 に適用可能：

• CIFS サーバ名（ CIFS サーバの NetBIOS 名）
を変更するには、「 vserver cifs modify 」コマ
ンドを使用します。

この機能を使用する場合は、ターゲット SVM

に一時 ID で CIFS サーバを作成してから、「
VM のプロビジョニング」処理を実行してくだ
さい。

• 「 import 」フェーズのあと、ターゲットクラス
タで「 vserver cifs modify 」コマンドを実行し
て、ターゲット SVM の CIFS ID を 7-Mode の
CIFS ID に置き換えることができます。
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状況 実行する処理

新しい ID を使用します • 「 VM のプロビジョニング」フェーズの前に、
ターゲット SVM に新しい CIFS ID を使用して
CIFS サーバを設定する必要があります。

• 「 VM のプロビジョニング」フェーズと「エク
スポートおよび停止」フェーズで、 CIFS サー
バが 7-Mode システムで実行されていることを
確認します。

この操作は、「 VM のプロビジョニング」およ
び「エクスポートおよび停止」の実行中に 7-

Mode から CIFS 構成を読み取るために必要で
す。

• これらの条件を確認したら、「 VM プロビジョ
ニング」操作を実行できます。

その後、 SVM 構成をテストし、ストレージカ
ットオーバーの実行を計画できます。

ONTAP への移行対象としてサポートされる CIFS 構成とされない CIFS 構成

ONTAP でサポートされていないか、または手動で移行しなければならない一部の CIFS

構成は、 ONTAP に移行されません。事前確認のエラーおよび警告メッセージをすべて
検証して、このような構成が移行に及ぼす影響を評価する必要があります。

移行対象としてサポートされる構成

以下の CIFS 構成が 7-Mode Transition Tool で移行されます。

• CIFS の優先 DC 構成

• ユーザマッピングの構成

◦ 「 /etc/usermap.cfg 」を参照してください

◦ 'wafl.nt_admin_priv_map_to_root_`

• CIFS ローカルユーザおよびローカルグループ

• シンボリックリンクとワイドリンクの構成（ /etc/symlink.translations ）

• CIFS 監査構成

• CIFS 共有

• CIFS 共有 ACL

• CIFS のホームディレクトリ設定

• CIFS オプション：

◦ 'cifs.gpo.enable

◦ cifs.smb2.enable
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◦ 「 cifs.smb2.signing.required 」

◦ 'cifs.wins_servers'

◦ cifs.grant_implicit_exe_perms`

◦ 'cifs.restrict_anonymous'

• ドメインコントローラなどの外部サーバへの SMB2 接続。次のコマンドを実行することで実現します。

◦ *cifs security modify -vserver SVM1-smb2-enabled-for -dc -connections *

• FPolicy のネイティブファイルブロッキング構成

これらの CIFS 構成の詳細については、事前確認の結果を参照してください。

ONTAP でサポートされない構成

以下の 7-Mode 構成は、 ONTAP でサポートされません。そのため、これらの構成は移行できません。

• NT4 およびパスワード認証タイプ

• SMB1 署名と SMB2 署名それぞれのオプション

• クライアント単位の CIFS 統計情報 *

◦ Windows NT より前のバージョンのクライアントの認証

• ローカルユーザとローカルグループのアカウント管理イベントの監査

• IP アドレス、ホスト名、ネットワーク名、またはドット表記でサブネットが指定されたネットワーク名を
含むユーザマップエントリ

• マシンアカウントのアクセスが制限された CIFS 共有

移行後、マシンアカウントはすべての共有にアクセスできるようになります。

手動で移行する必要のある構成

一部の CIFS 構成は、 ONTAP でサポートされるものの、 7-Mode Transition Tool では移行されません。

以下の CIFS 構成に対しては、事前確認の際に警告メッセージが生成されます。これらの構成は SVM に手動
で適用する必要があります。

• ウィルス対策の設定

• FPolicy の設定

7-Mode の FPolicy サーバとウィルス対策サーバは、 ONTAP では機能しません。これらのサーバをアッ
プグレードするには、サーバベンダーに問い合わせる必要があります。ただし、移行を完了するまでは、
7-Mode の FPolicy サーバとウィルス対策サーバの運用を停止しないでください。移行をロールバックす
る場合、これらのファイルが必要です。

• BranchCache 構成

• 文字マッピングの構成（ charmap ）

• CIFS 共有の forcegroup 属性：を使用してファイルを作成します 所有グループとして指定された UNIX グ
ループ
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• CIFS 共有の maxusers 属性：最大数を指定します 7-Mode CIFS 共有への同時接続数

• ストレージレベルのアクセス保護（ SLAG ）構成

• UNIX 形式のアクセス権を使用する共有レベルの ACL

• UNIX ユーザおよびグループの共有 ACL

• LAN Manager 認証レベル

• NetBIOS エイリアス

• CIFS 検索ドメイン

• 一部の CIFS オプション

これらのオプションの詳細については、事前確認の結果を参照してください。

• 関連情報 *

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ

CIFS ローカルユーザおよびローカルグループの移行に関する考慮事項

CIFS ローカルユーザおよびローカルグループをマイグレートする場合の、移行処理の実
行に関する考慮事項を理解しておく必要があります。

• ローカルユーザとローカルグループを使用する 7-Mode コントローラまたは vFiler ユニットから、
BUILTIN ではない CIFS ローカルユーザおよびローカルグループを使用する SVM に、 CIFS データを提
供するボリュームを移行することはできません。

移行では、 SVM が BUILTIN CIFS ローカルユーザおよびローカルグループのみを使用している必要があ
ります。

• 7-Mode のローカルユーザとローカルグループの数が、 ONTAP のローカルユーザとローカルグループの
最大数を超えないようにする必要があります。

7-Mode のローカルユーザとローカルグループの数が ONTAP で定義された最大数を超えている場合は、
テクニカルサポートにお問い合わせください。

• パスワードが指定されていない、あるいは 14 文字を超えるパスワードが指定されている 7-Mode システ
ムのローカルユーザアカウントは、「 * cifsUser@1 」というパスワードで ONTAP ソフトウェアに移行さ
れます。

移行完了後、 Windows システムからパスワード「 * cifsUser@1 * 」を使用してこれらのユーザにアクセ
スします。その後、 SVM で次のコマンドを使用して、この CIFS ローカルユーザのパスワードを手動で
変更する必要があります。

「 * cifs users-and-groups local-user set-password - vserver_svm_name _ -user-name_user_name _ * 」
に設定します。

• 7-Mode Transition Tool の IP アドレスにターゲットの ONTAP ソフトウェアから到達できない場合、事前
確認フェーズの ONTAP ソフトウェアへの CIFS ローカルユーザおよびグループの移行が 7-Mode

Transition Tool によってブロックされます。事前確認フェーズでこのエラーが発生した場合は、を使用し
ます
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* network ping -node local-destination_ip_address _*

7-Mode Transition Tool の IP アドレスがターゲットの ONTAP ソフトウェアから到達可能であることを確
認するコマンド。7-Mode Transition Tool の IP アドレスなど、 7-Mode Transition Tool で使用する設定オ
プションを変更するには、「 \etc\conf\transition-tool.conf 」ファイルを編集します。

• ローカルユーザとローカルグループの移行先の SVM にはデータ LIF が必要です。

• ローカルグループの複数のメンバーのシステム識別子（ SID ）が 7-Mode システムの単一のドメインユー
ザまたはグループにマッピングされている場合、事前確認フェーズでローカルユーザとローカルグループ
が ONTAP に移行されるのは 7-Mode Transition Tool でブロックされます。

事前確認フェーズでこのエラーが発生した場合は、 7-Mode システム上の単一のドメインユーザまたはグ
ループにマッピングされている余分な SID を手動で削除する必要があります。その後、ドメインユーザま
たはグループに 1 つの SID のみがマッピングされた状態で事前確認処理を再実行する必要があります。

"トラブルシューティングのワークフロー： CIFS ：システムに接続されているデバイスが機能していませ
ん"

• 関連情報 *

"SMB / CIFS の管理"

SAN の移行準備をしています

SAN 環境を移行するには、 SAN の移行対象としてサポートされる構成について理解
し、 SVM に SAN LIF を作成し、 SAN ホストで移行準備をする必要があります。

移行前に SAN LIF を作成

FC LIF と iSCSI LIF は 7-Mode Transition Tool では移行されないため、移行前に SVM 上
でこれらの LIF を作成する必要があります。SAN LIF は LUN を所有するノードとその
HA パートナーの両方に設定する必要があります。

必要な SAN （ FC または iSCSI ）ライセンスをクラスタに追加する必要があります。

冗長性を確保するために、 LUN をホストするノードとその HA パートナーの両方に SAN LIF を作成する必要
があります。

手順

1. LUN の移行先となるターゲットノードに、使用するプロトコルに応じて FC LIF または iSCSI LIF を作成
します。

「 * network interface create * 」

7-Mode IP アドレスを iSCSI LIF に再利用する場合は、管理状態を down にして LIF を作成する必要があ
ります。これらの LIF の管理状態は、カットオーバー処理のあとに up にすることができます。

2. ノードの HA パートナーに LIF を作成します。

3. LIF が正しく設定されたことを確認します。
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「 * network interface show * 」と表示されます

◦ 関連情報 *

"SAN 管理"

FC ゾーン計画を使用したゾーンの設定

SAN FC 環境を移行する前に、 FC ゾーンプランナーを使用してイニシエータホストと
ターゲットをグループ化し、ゾーンを設定する必要があります。

• を使用して FC ゾーンプランナーを生成する必要があります 7-Mode Transition Tool の収集とアクセス機
能

• FC ゾーンのスクリプトファイルにアクセスできる必要があります。

a. 7-Mode システムの igroup 構成が変更されている場合は、 FC ゾーン計画を変更して再生成します。

7-Mode にシステムを追加することによる評価レポートの作成 移行ツール

b. スイッチの CLI にログインします。

c. 必要なゾーンコマンドを 1 つずつコピーして実行します。

次の例では、スイッチに対して zone コマンドを実行します。

switch1:admin>config terminal

# Enable NPIV feature

feature npiv

zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10

member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3

member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07

member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07

.......

.......

.......

copy running-config startup-config

a. テスト用イニシエータホストを使用して、クラスタからのデータアクセスを確認します。

b. 検証が完了したら、次の手順を実行します。

i. テスト用イニシエータホストを切断します。

ii. ゾーン設定を削除します。

SAN ホストでの移行準備

SAN 環境を移行するには、いくつかの手順を手動で実行し、 SAN ホストで移行準備を
する必要があります。
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Inventory Collect Tool を使用して、 SAN ホストのインベントリワークブックを生成しておく必要があり
ます。

"ホストとストレージの移行情報を収集"

手順

1. ホストが移行対象としてサポートされていることを確認します。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

2. 移行前の手順をホストで実行します。

"SAN ホストの移行および修復"

SAN の移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順

7-Mode Transition Tool で移行される SAN 構成を理解しておく必要があります。また、
ONTAP でサポートされない 7-Mode の SAN 機能を把握して、移行前に必要な措置を講
じる必要があります。

事前確認のエラーおよび警告メッセージをすべて検証して、このような構成が移行に及ぼす影響を評価する必
要があります。

移行される構成

次の SAN 構成は 7-Mode Transition Tool で移行されます。

• FC および iSCSI サービス

• igroup と LUN のマッピング

◦ LUN にマッピングされていない 7-Mode の igroup は、ターゲット SVM に移行されま
せん。

◦ clustered Data ONTAP 8.3.0 および 8.3.1 では、カットオーバー前処理で igroup と
LUN のマッピング構成は移行されません。

代わりに、必要な igroup が作成されます。プライマリボリュームとスタンドアロンボ
リュームの場合、カットオーバー処理の実行中に LUN が igroup にマッピングされま
す。ただし、セカンダリボリュームの場合、カットオーバー処理の実行中に LUN から
igroup へのマッピングが行われません。プライマリボリュームの移行が完了したあと
に、セカンダリ LUN を手動でマッピングする必要があります。

◦ ONTAP 8.3.2 以降のサポートされるリリースでは、カットオーバー前処理の実行中に
igroup と LUN のマッピング構成が適用されます。

ONTAP でサポートされない構成です

ONTAP でサポートされない構成は次のとおりです。

• 7-Mode の Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローン
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Snapshot コピーに含まれる、 Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローンはリストア処理で
はサポートされません。これらの LUN には ONTAP からアクセスできません。7-Mode の Snapshot コピ
ーでバックアップされた LUN クローンは、移行前にスプリットまたは削除しておく必要があります。

• ostype パラメータの値が vld 、 image 、またはユーザ定義の任意の文字列である LUN

このような LUN は、移行前に ostype パラメータの値を変更するか LUN 自体を削除しておく必要があり
ます。

• LUN クローンスプリット

実行中の LUN クローンスプリット処理が終了するまで待つか、 LUN クローンスプリットを中止して
LUN を削除してから、移行を実行する必要があります。

7-Mode の以下の機能は、使用していても移行プロセスを続行できますが、 ONTAP ではサポートされませ
ん。

• lun share コマンド

NAS プロトコルを使用した LUN の共有

• SnapValidator

手動で移行する必要のある構成

次の構成は手動で移行する必要があります。

• SAN LIF

移行の前に LIF を手動で作成する必要があります。

• ポートセット

移行後に、ポートセットにバインドされた igroup を手動で設定する必要があります。

• iSCSI アクセスリスト情報

• iSNS 構成

• iSCSI CHAP および RADIUS の構成

• 関連情報 *

"NFS の管理"

"ネットワークと LIF の管理"

SAN ボリュームを移行する際のスペースに関する考慮事項

移行中にボリュームに十分なスペースを確保する必要があります。移行プロセスでは、
データや Snapshot コピーの格納に必要なスペースに加えて、一部のファイルシステム
メタデータの更新用に 1 つの LUN につき 1MB のスペースが必要です。

7-Mode ボリュームに対して「 d f -h 」コマンドを実行すると、ボリューム内の各 LUN に 1MB の空きスペー
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スがあるかどうかを確認できます。また、ホストが休止されるまでにボリュームへの書き込みが予想されるデ
ータ量に相当する空きスペースも必要です。十分な空きスペースがない場合は、必要なスペースを 7-Mode ボ
リュームに追加する必要があります。

ボリュームのスペースが不足しているためにインポートフェーズで移行が失敗した場合は、「
LUN.vol.proc.fail.no.space: ： Processing for LUNs in volume vol_name failed due to lack of space. 」という
EMS メッセージが生成されます。

スペースリザーブ LUN を含むボリュームがある場合は、ボリュームのサイズを LUN 1 つあたり 1MB 増やし
てもスペースが十分に確保されない可能性があります。この場合、ボリュームの Snapshot リザーブと同じサ
イズのスペースを追加する必要があります。ボリュームにスペースを追加したら、「 lun transition start 」コ
マンドを使用して LUN を移行できます。

• 関連情報 *

LUN 移行が失敗した場合のリカバリ

"ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"

データ保護機能の移行準備をしています

7-Mode の SnapMirror 関係を移行するには、いくつかの手順を手動で実行する必要があ
ります。また、データ保護関係のうち、移行対象としてサポートされるものとサポート
されないものを把握しておく必要があります。

クラスタで Volume SnapMirror 関係を移行する準備をしています

7-Mode の Volume SnapMirror 関係を移行するには、ソースとデスティネーションのク
ラスタに SnapMirror ライセンスを追加する必要があります。また、 SnapMirror 関係の
プライマリボリュームとセカンダリボリュームの移行先となるクラスタ間にクラスタピ
ア関係を作成し、 SnapMirror スケジュールを作成する必要があります。

7-Mode セカンダリシステムの「 /etc/snapmirror.conf 」ファイルに定義されている SnapMirror スケジュール
を記録しておく必要があります。

手順

1. ソースとデスティネーションの両方のクラスタに SnapMirror ライセンスを追加します。

system license add_license_code_`

2. 各クラスタから、クラスタピア関係を作成します。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

3. セカンダリ SVM で、 7-Mode セカンダリシステムと同じスケジュールを作成します。

` * job schedule cron create *

◦ 関連情報 *

"ONTAP 9 のコマンド"
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データ保護の移行：サポートされる構成とされない構成

SnapMirror 関係の一部であるボリュームは移行できます。ただし、一部のデータ保護構
成とディザスタリカバリ構成は移行対象としてサポートされていません。そのため、こ
れらの構成を移行するには、いくつかの手順を手動で実行する必要があります。

サポートされている構成

Volume SnapMirror 関係は 7-Mode Transition Tool を使用して移行できます。プライマリとセカンダリの HA

ペアに対して、コピーフリーの移行を実行できます。移行後に、 Volume SnapMirror 関係を手動で設定する
必要があります。

SnapMirror 関係を移行する

サポートされない構成です

• SnapVault 関係

SnapVault 関係のソースであるボリュームはマイグレートできますが、 SnapVault 関係は移行されませ
ん。SnapVault 関係のデスティネーションボリュームは、 SnapVault バックアップを停止したあとにマイ
グレートできます。

"ネットアップテクニカルレポート 4052 ：『 Successfully Transitioning to Clustered Data ONTAP （ Data

ONTAP 8.2.x and 8.3 ）』"

• qtree SnapMirror 関係

qtree SnapMirror 関係のソースである qtree を含むボリュームは移行できますが、 qtree SnapMirror 関係
は移行されません。qtree SnapMirror 関係のデスティネーションである、 qtree を含むボリュームは、
qtree SnapMirror 関係を解除したあとにマイグレートできます。

• ディザスタリカバリ vFiler ユニット

ディザスタリカバリ vFiler ユニットのソースボリュームはマイグレートできますが、ディザスタリカバリ
vFiler ユニットは移行されません。ディザスタリカバリ vFiler ユニットのデスティネーションボリューム
は、ディザスタリカバリ関係を削除したあとにマイグレートできます。

• NDMP の設定

移行の完了後、移行したボリュームのバックアップポリシーを ONTAP で手動で設定する必要がありま
す。

"テープバックアップによるデータ保護"

• 同期 SnapMirror 関係

ONTAP ではこの機能はサポートされていません。ただし、この関係に含まれているボリュームは移行で
きます。

• 関連情報 *

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ
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コピーフリーの移行を使用した 7-Mode アグリゲートの移行

Copy-Free Transition ワークフローでは、プロジェクトの計画、 SVM への 7-Mode 構成
の適用、 7-Mode システム情報のエクスポートと 7-Mode システムの停止、ディスクシ
ェルフからクラスタノードへの手動でのケーブル接続、および 7-Mode のデータと構成
のインポートを実行します。

7-Mode システムとクラスタで Copy-Free Transition の準備を完了しておきます。

ストレージカットオーバーの所要時間は 4~8 時間です。カットオーバー時間には、エクスポートおよび停止
処理とインポート処理の 2 つの自動処理をツールで実行するためにかかる時間と、ディスクシェルフを新し
いコントローラに手動でケーブル接続するためにかかる時間が含まれます。

エクスポート処理とインポート処理には約 2 時間かかります。ケーブル接続にかかる時間は 2~6 時間です。
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コピーフリーの移行プロジェクトの計画

コピーフリーの移行プロジェクトの計画では、ソースの 7-Mode コントローラとターゲ
ットクラスタノードの選択、 Storage Virtual Machine （ SVM ）への 7-Mode ボリュー
ムのマッピング、移行対象の LIF の選択、および事前確認を実行します。

同じターゲットクラスタの HA ペアノードを使用して複数のプロジェクトを作成できます。その後、事前確認
を実行し、すべてのプロジェクトに SVM 構成を適用できます。ただし、クリティカルセクション期間内に指
定できるプロジェクトは一度に 1 つだけです。プロジェクトがエクスポートからコミットまでのいずれかの
フェーズにある場合、またはプロジェクトに対してロールバック処理が開始されている場合は、そのプロジェ
クトがクリティカルセクション期間になります。クリティカルセクション期間中にプロジェクトのコミット処
理またはロールバック処理が完了するまで、別のプロジェクトのエクスポートおよび停止処理を進めることは
できません。

コピーフリーの移行プロジェクトの計画ワークシート

Copy-Free Transition 計画ワークシートを使用して、ノードマッピング、 SVM マッピン
グ、ボリュームマッピング、および移行する LIF の情報を記録できます。このワークシ
ートは、 7-Mode Transition Tool を使用して移行プロジェクトを作成する場合に役立ち
ます。ワークシートに記入する際は、ガイドラインを確認してください。

ワークシートに記入する際は、次のガイドラインに従います。

• 各 vFiler ユニットを SVM にマッピングします。

7-Mode コントローラに vFiler ユニットがない場合は、コントローラを 1 つの SVM にマッピングしま
す。

• 7-Mode ボリュームの名前と、対応する Data ONTAP ボリュームの名前を記録します。

ONTAP ボリュームと 7-Mode ボリュームの名前は同じとはかぎりません。

• 各 SVM に設定する LIF を特定します。

LIF の IP アドレスには、 7-Mode システムの既存のアドレスを使用することも、新しい LIF を使用するこ
ともできます。

ノードマッピング

7-Mode コントローラ マッピングされたクラスタノード

SVM とボリュームのマッピング

7-Mode
コントローラ

vFiler
ユニットまたはコン
トローラ

マッピングされた
SVM

7-Mode ボリューム SVM ボリューム
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LIF マッピング（ 7-Mode の IP アドレス）

7-Mode
コントロー
ラ

vFiler
ユニットま
たはコント
ローラ

マッピング
された SVM

7-Mode の
IP アドレス

ネットマス
ク

デフォルト
ゲートウェ
イ

ホームノー
ド

ホームポー
ト

LIF マッピング（新しい LIF ）

SVM 新しい IP
アドレス

ネットマスク デフォルトゲー
トウェイ

ホームノード ホームポート

例

次の表に、コントローラ hostA_7mode と hostB_7mode を使用した 7-Mode HA ペアの記入済みワークシート
の例を示します。

• ノードマッピング *

7-Mode コントローラ マッピングされたクラスタノード

HostA_7mode cluster1-01

HostB_7mode cluster1-02 をクリックします

• SVM とボリュームのマッピング *

7-Mode
コントローラ

マッピングされ
たクラスタノー
ド

vFiler
ユニットまたは
コントローラ

マッピングされ
た SVM

7-Mode
ボリューム

SVM ボリューム

HostA_7mode cluster1-01 vfilerA svm1 volA volA

2 、 volB です 2 、 volB です vfilerB svm2 vol1 vol_nfs

vol2 vol_cifs HostB_7mode cluster1-02 をク
リックします

該当なし svm3

（ 3 ） vol3 （ 3 ） vol3 Vol4 Vol4 vol5 vol5

• LIF マッピング（ 7-Mode IP アドレス） *
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7-Mode
コントロー
ラ

vFiler
ユニットま
たはコント
ローラ

マッピング
された SVM

既存の 7-

Mode IP

ネットマス
ク

デフォルト
ゲートウェ
イ

ホームノー
ド

ホームポー
ト

HostA_7mo

de

vfilerA svm1 192.0.2.129 255.255.255

.128

192.40.0.1 cluster1-01 e0a

192.0.2.135 255.255.255

.128

192.40.0.1 cluster1-02

をクリック
します

e0b vfilerB svm2 -

-

HostB_7mo

de
該当なし svm3 192.0.2.110 255.255.255

.128

192.40.0.1 cluster1-01

• LIF マッピング（新しい LIF ） *

SVM 新しい IP
アドレス

ネットマスク デフォルトゲー
トウェイ

ホームノード ホームポート

svm1 -

- svm2

192.0.2.130 255.255.255.128 192.40.0.1 cluster1-01 E1C 192.0.2.131

255.255.255.128 192.40.0.1 cluster1-02 をク
リックします

e1d svm3 192.0.2.136

255.255.255.128 192.40.0.1 cluster1-01 e0c 192.0.2.137 255.255.255.128

コントローラとクラスタを追加する

移行を開始するには、 7-Mode HA ペアの両方のノードを含む 7-Mode コントローラと、
移行に必要なクラスタを追加する必要があります。クラスタはクラスタ管理インターフ
ェイスを使用して追加します。

• Copy-Free Transition の場合、移行先のクラスタノードではなく、クラスタを追加する必要があります。

• ユーザが指定した 7-Mode コントローラとクラスタの情報は、永続的に保存されるわけではありません。

7-Mode Transition Tool サービスが再起動されると、アクティブプロジェクトに含まれるコントローラと
クラスタの情報を入力するよう求めるメッセージがプロジェクトダッシュボードに表示されます。

手順

1. 上部ペインで、 * ストレージシステム * をクリックします。
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2. [Hostname] フィールドに、 7-Mode コントローラまたは ONTAP システムの FQDN または IP アドレスを
入力します。

クラスタの場合は、クラスタ管理インターフェイスの IP アドレスまたは FQDN を指定できます。7-Mode

コントローラの場合、個々の vFiler ユニットの IP アドレスは指定できないため、デフォルトの vFiler ユ
ニットの IP アドレスを指定する必要があります。

3. 指定したホストの管理者クレデンシャルを入力し、 * Add * をクリックします。

7-Mode コントローラは「 7-Mode Controllers 」テーブルに追加され、クラスタは「 Clustered Data

ONTAP Systems 」テーブルに追加されます。

4. 手順 2 と 3 を繰り返して、移行に必要なすべてのコントローラとクラスタを追加します。

5. Status 列に、システムのクレデンシャルがないこと、またはツールで最初に入力したクレデンシャルが変

更されたことが示されている場合は、をクリックします  アイコンをクリックし、クレデンシャルをも
う一度入力します。

6. 「 * 次へ * 」をクリックします。

ソースシステムの選択画面が表示されます。

コピーフリーの移行プロジェクトを作成する

移行プロジェクトを計画する際に最初に実行する手順は、ディスクシェルフ、アグリゲ
ート、ボリューム、および構成を移行するソースの 7-Mode HA ペアを選択してから、移
行プロジェクトを作成することです。

• 移行する HA ペアの 7-Mode コントローラは、 Copy-Free Transition でサポートされるプラットフォーム
で、サポートされる ONTAP バージョンを実行している必要があります。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

• HA 構成の両方のコントローラが正常に動作している必要があります。

a. ホームページから * Copy-Free Transition * 移行方法を選択し、 * 計画開始 * をクリックします。

新しいプロジェクトに必要なコントローラとクラスタが追加されていない場合は、 [Enter Device

Credentials] ペインに詳細を入力できます。

b. 移行するソースの 7-Mode HA ペアを選択します。

c. * プロジェクトの作成 * をクリックします。

i. [ プロジェクトの詳細 ] ウィンドウで、プロジェクトの名前を指定します。

ii. プロジェクトを追加するプロジェクトグループを選択します。

新しいプロジェクトグループを作成するか、デフォルトのグループにプロジェクトを追加できま
す。

プロジェクトグループを作成すると、関連するプロジェクトをグループ化して監視できます。

i. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
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ターゲットクラスタの選択画面が表示されます。

移行先のターゲットクラスタノードの選択

ターゲットクラスタの HA ペアを選択し、 HA ペアの各 7-Mode コントローラを対応す
るターゲットクラスタノードにマッピングすることができます。マッピングしたノード
は、対応する 7-Mode コントローラのディスクシェルフを接続する必要があるクラスタ
ノードです。

ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.2 以降が実行されている必要があります。

7-Mode ディスクシェルフは、データアグリゲートおよびボリュームがすでに存在するターゲット HA ペアに
移行できます。

2 ノードクラスタの場合は、ターゲット SVM のルートボリュームをホストするデータアグリゲートが必要で
す。4 つ以上のノードで構成されるクラスタの場合は、 SVM のルートボリュームは移行対象のノードまたは
クラスタ内のその他のノードでホストできます。

手順

1. 7-Mode ディスクシェルフの接続先となるターゲットの HA ペアを選択します。

各 7-Mode ストレージシステムが、ターゲットクラスタノードに自動的にマッピングされます。

インポートフェーズ中、ディスクとアグリゲートの所有権が、各 7-Mode コントローラか
ら対応するマッピングされたターゲットクラスタノードに転送されます。

2. [Swap Node Mapping] をクリックして、ソースノードからターゲットノードへのマッピングの自動割り当
てを変更します。

3. [ 保存して続行 ] をクリックします。

SVM とボリュームマッピング画面が表示されます。

SVM とボリュームのマッピング

HA ペアの各 7-Mode コントローラをターゲット SVM にマッピングする必要がありま
す。vFiler ユニットがある場合は、 vFiler ユニットごとにターゲット SVM を選択する必
要があります。7-Mode コントローラまたは vFiler ユニットのボリュームは、マッピン
グした SVM に移行されます。

ターゲットクラスタに SVM を作成しておく必要があります。

"System Manager を使用したクラスタの管理"

"システム管理"

vFiler ユニットと SVM のマッピングは 1 つだけです。他の 7-Mode コントローラまたは vFiler ユニットのボ
リュームを、マッピングした SVM に移行することはできません。

手順
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1. SVM とボリュームマッピングタブで、各 7-Mode コントローラまたは vFiler ユニットからボリュームを
移行するターゲット SVM を選択します。

デフォルトまたはデフォルト以外の IPspace の SVM をターゲットに指定できます。

2. すべての SVM のボリュームに同じジャンクションパスポリシーを適用するか、または各 SVM のボリュ
ームに別々のジャンクションパスポリシーを適用するかに応じて、次のいずれかを選択します。

状況 作業

すべての SVM に同じジャンクションパスポリシー
を適用します

a. [ 適用（ Apply ） ] をクリックします。

b. ジャンクションパスポリシーのオプションを選
択します。

c. [OK] をクリックします。

各 SVM にジャンクションパスポリシーを指定しま
す

各ターゲット SVM のドロップダウンリストからジ
ャンクションパスポリシーを選択します。

ジャンクションパスポリシーでは、クライアントアクセス用にターゲットの clustered Data ONTAP ボリ
ュームをマウントする場合に使用するパスを指定します。ジャンクションパスポリシーには次のいずれか
の値を追加できます。

◦ * 7-Mode マウントパスの保持 *

ソースの 7-Mode ボリュームで使用されているのと同じジャンクションパスを維持します。移行後、
ボリュームはジャンクションパス「 /vol/ source_volume_name _ 」を使用してマウントされます。

◦ * clustered Data ONTAP ボリューム名を使用 *

移行後、ターゲットの clustered Data ONTAP ボリュームはすべて、 clustered Data ONTAP ボリュー
ム名を使用したジャンクションパス「 _ / target_volume_name _ 」を使用してマウントされます。

◦ * 7-Mode ボリューム名 * を使用します

移行後、ターゲットの clustered Data ONTAP ボリュームはすべて、 7-Mode ボリューム名を使用した
ジャンクションパス「 _ / source_volume_name _ 」を使用してマウントされます。

3.
をクリックします  をクリックして、ターゲットの clustered Data ONTAP ボリュームの名前を変更し
ます。

デフォルトでは、ターゲットの clustered Data ONTAP ボリュームは 7-Mode ボリュームと同じ名前で
す。7-Mode ボリュームと同じ名前のボリュームがすでに SVM に存在する場合、ターゲットボリューム
には新しい名前が自動的に割り当てられます。

4. マッピングされた各 SVM の * マッピングの保存 * をクリックします。

5. 「 * 次へ * 」をクリックします。

[ ネットワーク ] 画面が表示されます。
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移行する LIF を選択しています

必要に応じて、移行後に SVM で設定する LIF を指定できます。7-Mode システムで使用
している既存の IP アドレス、または新しい LIF を指定できます。移行されるのは NAS

LIF のみです。FC LIF と iSCSI LIF は、 SVM のプロビジョニングフェーズの前に手動で
設定しておく必要があります。

移行対象として選択した LIF は、次のいずれかの方法で、 SVM のプロビジョニングフェーズ中に SVM に設
定されます。

• 移行対象として選択した既存の 7-Mode IP アドレスが、管理状態が down で作成されます。

これらの IP アドレスは、カットオーバーが開始されるまでは引き続き 7-Mode でデータを提供できま
す。インポートフェーズでは、これらの IP アドレスが管理状態が up で設定されます。

• 新しい IP アドレスは管理状態が up で作成されます。

SVM のプロビジョニングフェーズ後、作成された LIF を使用して SVM からネームサーバへの接続をテス
トできます。

手順

1. LIF の設定タブで、次のいずれかのオプションを選択します。

移行対象 作業

7-Mode システムの既存の IP アドレス a. Select 7-Mode LIF * をクリックします。

b. 移行する IP アドレスを選択し、ターゲット
SVM とその他のネットワークパラメータを指
定します。

c. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

新しい IP アドレス a. Add New LIF * をクリックします。

b. 設定する IP アドレス、ターゲット SVM 、およ
びその他のネットワークパラメータを指定しま
す。

c. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

ターゲットポートは、ターゲット SVM と同じ IPspace に属している必要があります。

2. 「 * 次へ * 」をクリックします。

[Plan Configuration] タブが表示されます。

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ

7-Mode から ONTAP への構成の移行は、計画時に 2 つの方法でカスタマイズできま
す。1 つ以上の構成の移行は無視するかスキップできます。7-Mode NFS エクスポート
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ルールを統合し、既存の NFS エクスポートポリシーと Snapshot ポリシーをターゲット
SVM で再利用できます。

7-Mode Transition Tool では、除外した構成の事前確認は実行されません。

デフォルトでは、すべての 7-Mode 構成が移行対象として選択されます。

最初にすべての構成の事前確認を実行してから、以降の事前確認の実行の際に 1 つ以上の構成を除外するこ
とを推奨します。これにより、移行対象から除外される構成とスキップされる事前確認を把握できます。

手順

1. Plan Configuration （計画の設定）ページで、 * SVM Configuration * （ SVM の設定）ペインから次のオ
プションを選択します。

◦ 構成を移行対象から除外するには、該当する構成のチェックボックスを選択解除します。

◦ 同様の 7-Mode NFS エクスポートルールを ONTAP の単一のエクスポートポリシーに統合して、移行
したボリュームまたは qtree に適用できるようにするには、 * Consolidate NFS Export Policies on 7-

Mode * チェックボックスを選択します。

◦ ツールによって作成されるエクスポートポリシーに一致する、 SVM 上の既存の NFS エクスポートポ
リシーを再利用して、移行したボリュームまたは qtree に適用できるようにするには、 * Reuse

Export Policies of SVM * チェックボックスを選択します。

◦ 同様の 7-Mode Snapshot スケジュールを ONTAP で 1 つの Snapshot ポリシーに統合して、そのポリ
シーを移行後のボリュームに適用する場合は、「 * Consolidate 7-Mode Snapshot Policies * 」チェッ
クボックスを選択します。

◦ ツールによって作成される Snapshot ポリシーに一致する、 SVM 上の既存の Snapshot ポリシーを再
利用して、移行後のボリュームに適用するには、 * Reuse Snapshot Policies of SVM * チェックボック
スを選択します。

2. [ 保存 ] をクリックし、 [ ダッシュボード ] に移動します。 *

◦ 関連情報 *

NFS の移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順

ONTAP への移行対象としてサポートされる CIFS 構成とされない CIFS 構成

データ保護の移行：サポートされる構成とされない構成

ネームサービスの移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順

の NFS エクスポートルールと Snapshot スケジュールの統合例 移行

ONTAP で同様の 7-Mode エクスポートルールと 7-Mode Snapshot スケジュールを 1 つ
の NFS エクスポートポリシーおよび 1 つの Snapshot ポリシーに統合する例を確認でき
ます。ターゲット SVM で一致する既存のポリシーを再利用するかどうかに関係なく、
移行したボリュームまたは qtree に統合ポリシーがどのように割り当てられるかについ
て理解しておくこともできます。
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移行のための NFS エクスポートルールを統合する例

• 移行前の 7-Mode と ONTAP の NFS エクスポートルール *

• 7-Mode エクスポートルール *

/vol/vol1       -sec=sys,rw,nosuid

/vol/vol2       -sec=sys,rw,nosuid

/vol/vol3       -sec=sys,rw,nosuid

• ONTAP * に存在するエクスポートポリシー

cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1

Vserver          Policy Name

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

vs1              default

vs1              export_policy_1

既存のエクスポートポリシー export_policy_1 には次のエクスポートルールがあります。

cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname

export_policy_1

             Policy          Rule    Access   Client                RO

Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule

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

---------

vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys

• 移行後の ONTAP のエクスポートポリシー（統合あり、再利用なし） *

7-Mode のボリューム vol1 、 vol2 、 vol3 には、同様のエクスポートルールがあります。そのため、移行後に
は、新しく統合されたエクスポートポリシーである transition_export_policy_1 がこれらのボリュームに割り
当てられます。

cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1

Vserver          Policy Name

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

vs1              default

vs1              export_policy_1

vs1              transition_export_policy_1

3 entries were displayed.
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cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname

transition_export_policy_1

             Policy          Rule    Access   Client                RO

Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule

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

---------

vs1          transition_export_policy_1

                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys

cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields

policy

vserver volume policy

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

vs1     vol1   transition_export_policy_1

vs1     vol2   transition_export_policy_1

vs1     vol3   transition_export_policy_1

3 entries were displayed.

• 移行後に ONTAP のエクスポートポリシーを統合および再利用 *

7-Mode のボリューム vol1 、 vol2 、 vol3 には、同様のエクスポートルールがあります。そのため、移行後に
は、統合されたエクスポートポリシーがこれらのボリュームに割り当てられます。7-Mode エクスポートポリ
シーと一致するエクスポートポリシー export_policy_1 が SVM にすでに存在します。そのため、このポリシ
ーがこれらのボリュームに適用されます。

cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1

Vserver          Policy Name

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

vs1              default

vs1              export_policy_1

2 entries were displayed.

cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname

export_policy_1

             Policy          Rule    Access   Client                RO

Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule

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

---------

vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
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cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields

policy

vserver volume policy

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

vs1     vol1   export_policy_1

vs1     vol2   export_policy_1

vs1     vol3   export_policy_1

3 entries were displayed.

移行のための Snapshot ポリシーの統合例

• 移行前の 7-Mode と ONTAP の Snapshot スケジュール *

• 7-Mode スケジュール *

7-Mode ボリューム 7-Mode Snapshot スケジュール

vol1 0 2 4@8 、 12 、 16 、 20 （週単位 Snapshot コピー
： 0 、日単位 Snapshot コピー： 2 、時間単位
Snapshot コピー： 6 （ 2 、 4 、 8 、 12 、 16 ） 20

時間）

vol2 0 2 4@8 、 12 、 16 、 20

（ 3 ） vol3 0 2 4@8 、 12 、 16 、 20

Vol4 1 2 3@8 、 12 、 16 （週単位 Snapshot コピー： 1

、日単位 Snapshot コピー： 2 、時間単位 Snapshot

コピー： 3 （ 8 、 12 、 16 時間））

vol5 2 2 3@8 、 12 、 16 （週単位 Snapshot コピー： 2

、日単位 Snapshot コピー： 2 、時間単位 Snapshot

コピー： 3 （ 8 、 12 、 16 時間））

• ONTAP * に存在する Snapshot ポリシー

Snapshot ポリシー名 ポリシーの詳細

スケジュールの週次 週単位、 count ： 1

スケジュール DailyHourly4 • スケジュールの詳細 *

• Schedule1 ：日単位、 count1 ： 2

• Schedule2 ：時間単位、 count2 ： 4 （ 8 、 12

、 16 、 20 時間ごと
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Snapshot ポリシー名 ポリシーの詳細

スケジュール時間 1 毎時 8 、 12 、 16 、 20 時間、 count ： 4

• 移行後の ONTAP の Snapshot ポリシー（統合あり、再利用なし） *

7-Mode ボリューム 7-Mode Snapshot スケジュール ONTAP の Snapshot ポリシー

vol1 0 2 4@8 、 12 、 16 、 20 （週単
位 Snapshot コピー： 0 、日単位
Snapshot コピー： 2 、時間単位
Snapshot コピー： 4 （ 8 、 12 、
16 、 20 時間））

• vol1 、 vol2 、 vol3 * の統合さ
れたポリシー

• 名前：
transition_snapshot_policy_0

• スケジュールの詳細

◦ Schedule1 ：日単位、
count1 ： 2

◦ Schedule2 ：時間単位、
count2 ： 4 （ 8 、 12 、
16 、 20 時間ごと

vol2 0 2 4@8 、 12 、 16 、 20 （ 3 ） vol3

0 2 4@8 、 12 、 16 、 20 Vol4 1 2 3@8 、 12 、 16 （週単位
Snapshot コピー： 1 、日単位
Snapshot コピー： 2 、時間単位
Snapshot コピー： 3 （ 8 、 12 、
16 時間））

• 名前：
transition_snapshot_policy_1

• スケジュールの詳細

◦ Schedule1 ：週単位、
count1 ： 1

◦ Schedule2 ：日単位、
count2 ： 2

◦ スケジュール 3 ：毎時、
count3 ： 3 個、 8 、 12 、
16 時間

vol5 2 2 3@8 、 12 、 16 （週単位
Snapshot コピー： 2 、日単位
Snapshot コピー： 2 、時間単位
Snapshot コピー： 3 （ 8 、 12 、
16 時間））

• 移行後の ONTAP の Snapshot ポリシー。統合および再利用あり *
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7-Mode ボリューム 7-Mode Snapshot スケジュール ONTAP の Snapshot ポリシー

vol1 0 2 4@8 、 12 、 16 、 20 （週単
位 Snapshot コピー： 0 、日単位
Snapshot コピー： 2 、時間単位
Snapshot コピー： 4 （ 2 、 4 、 8

、 12 、 16 ） 20 時間）

既存の ONTAP ポリシーが再利用
される vol1 、 vol2 、 vol3 の統合
されたポリシー

名前： ScheduleDailyHourly4

vol2 0 2 4@8 、 12 、 16 、 20 （ 3 ） vol3

0 2 4@8 、 12 、 16 、 20 Vol4 1 2 3@8 、 12 、 16 （週単位
Snapshot コピー： 1 、日単位
Snapshot コピー： 2 、時間単位
Snapshot コピー： 3 （ 8 、 12 、
16 時間））

• 名前：
transition_snapshot_policy_1

• スケジュールの詳細

◦ Schedule1 ：週単位、
count1 ： 1

◦ Schedule2 ：日単位、
count2 ： 2

◦ スケジュール 3 ：毎時、
count3 ： 3 個、 8 、 12 、
16 時間

vol5 2 2 3@8 、 12 、 16 （週単位
Snapshot コピー： 2 、日単位
Snapshot コピー： 2 、時間単位
Snapshot コピー： 3 （ 8 、 12 、
16 時間））

事前確認を実行

移行を開始する前に、事前確認を実行して問題を特定することができます。事前確認で
は、ソースの 7-Mode 、ターゲットの ONTAP 、および構成が移行対象として適切かど
うかが検証されます。事前確認は何度でも実行できます。

事前確認では 200 以上のチェックが実行されます。たとえば、ボリュームがオンラインかどうか、システム
間にネットワークアクセスが存在するかどうかなどがチェックされます。

1. ダッシュボードで、事前確認を実行するプロジェクトを選択します。

2. 「 * 事前チェックを実行 * 」をクリックします。

事前確認が完了すると、結果の概要がダイアログボックスに表示されます。

一般に事前確認は数分程度で終了しますが、解決が必要なエラーや警告の件数と種類によ
って実行時間は変わります。

手順

1. [ タイプフィルタを適用（ Apply Type Filter ） ] でオプションを選択して、結果をフィルタ処理します。
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◦ セキュリティに関連するすべてのメッセージを表示するには、 * エラー * 、 * 警告 * 、 * 情報 * 、およ
び * セキュリティのみ * を選択します。

◦ セキュリティに関連するすべてのエラーメッセージを表示するには、「 * エラー * 」および「 * セキ
ュリティのみ * 」を選択します。

◦ セキュリティに関連するすべての警告メッセージを表示するには、 [ 警告  （ Warning ** ） ] および [

セキュリティのみ * （ Security Only * ） ] を選択します。

◦ セキュリティに関連するすべての情報メッセージを表示するには、 * 情報 * および * セキュリティの
み * を選択します。

2. 生の結果をカンマ区切り値（ CSV ）形式で保存し、結果をエクスポートするには、 * CSV として保存 *

をクリックします。

移行中に実行された移行処理を、処理のタイプ、ステータス、開始時刻、終了時刻、結果とともにダッシ
ュボードペインの Operation History タブで確認できます。

データコピーを開始する前に、事前確認で検出されたエラーをすべて解決する必要があります。また、マイグ
レーションプロセスに進む前にすべての警告を解決しておくことを推奨します。解決策としては、警告メッセ
ージのソース問題を解決するか、回避策を実装するか、問題の結果を受け入れます。

事前確認メッセージの重大度レベル

移行の事前確認処理を実行して、 7-Mode ボリュームが移行可能かどうかを検証できま
す。移行の事前確認では、移行に関する問題がすべて報告されます。移行の問題には、
問題が移行プロセスに与える影響に応じて重大度レベルが割り当てられます。

事前確認で検出された問題は、次のカテゴリに分類されます。

• * エラー *

移行できない構成。

1 つでもエラーがあると移行を続行できません。以下は、原因でエラーが発生した 7-Mode システム上の
構成例です。

◦ トラディショナルボリューム

◦ SnapLock ボリューム

◦ ボリュームをオフラインにします

• * 警告 *

移行後に原因で小さな問題が発生する可能性がある構成。

ONTAP でサポートされるものの、 7-Mode Transition Tool では移行されない機能についても、警告メッセ
ージが生成されます。警告が生成されても移行は続行できます。ただし、該当する構成は移行後に
ONTAP で失われたり、または有効にするために手動タスクが必要となったりする場合があります。

以下は、警告を生成する 7-Mode システム上の構成例です。

◦ IPv6

◦ NFSv2
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◦ NDMP 構成

◦ インターフェイスグループおよび VLAN

◦ Routing Information Protocol （ RIP ）

• * 情報 *

正常に移行された構成。

SVM 構成を適用しています

SVM のプロビジョニングフェーズの前に、一部の構成を手動で適用する必要がありま
す。その後、ツールを使用して、 7-Mode コントローラで定義された構成（「 /etc 」デ
ィレクトリ内のファイル）または vFiler ユニットレベルで定義された構成をすべて、マ
ッピングされた SVM に適用できます。

すべての構成をターゲット SVM に移行しない場合は、 SVM に除外する構成のプロパティを設定しておく必
要があります。

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ

• NFS エクスポート、 CIFS 共有、 LUN マッピングなどの構成は、 SVM のプロビジョニングフェーズで
SVM に適用されません。

• SVM のプロビジョニングフェーズでツールによって SVM に適用される構成は次のとおりです。

◦ * ネームサービス *

▪ DNS の設定

▪ LDAP の設定

▪ NIS の設定

▪ ネームサービススイッチの設定

▪ ホストの構成

▪ UNIX ユーザおよびグループ

▪ ネットグループの構成

◦ * ネットワーク *

▪ 移行対象として選択した既存の 7-Mode IP アドレスが、管理状態が down で作成されます。

インポートフェーズでは、これらの IP アドレスが管理状態が up で設定されます。

▪ 新しい IP アドレスは管理状態が up で作成されます。

◦ * NFS *

NFS オプション

◦ * CIFS *

▪ CIFS の優先 DC 構成
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▪ ユーザマッピングの構成

▪ ワイドリンクの構成

▪ CIFS オプション

▪ 監査設定

◦ * SAN*

FC および iSCSI サービス

正常に完了した場合、この処理は再実行できません。

そのため、処理の完了後に 7-Mode コントローラレベルの構成を変更した場合は、エクス
ポートフェーズの前にターゲット SVM に手動で構成を移行する必要があります。たとえ
ば、この処理の完了後に、 7-Mode コントローラに新しい vFiler ユニットを追加して SVM

にマッピングした場合は、その vFiler ユニットの構成をマッピングした SVM に手動で移行
する必要があります。あるいは、 SVM のプロビジョニングフェーズ後に 7-Mode コントロ
ーラに UNIX ユーザを追加した場合は、マッピングした SVM で該当する UNIX ユーザを手
動で作成する必要があります。

手順

1. Apply SVM Config * をクリックして、 7-Mode 構成をターゲット SVM に適用します。

この処理に関する重要な考慮事項を記載した確認メッセージが表示されます。

2. 続行するには、 [ はい ] をクリックします。

3. 処理が完了したら、次の手順を実行します。

a. [ * CSV として保存 * （ Save as CSV * ） ] をクリックして、操作結果をファイルに保存します。

b. プロジェクトログの収集 * をクリックして、すべての移行ログファイルのバックアップを作成しま
す。

移行処理を実行するたびにログファイルを保存することを推奨します。

c. [ 閉じる（ Close ） ] をクリックして、 [ 操作結果（ Operation Results ） ] ウィンドウを閉じる。

処理の完了に時間がかかる場合は、 * バックグラウンドで実行 * をクリックすると、処理結果ウィンドウ
を終了できます。バックグラウンドで処理を実行している間は、プロジェクトを編集したり他のタスクを
実行したりしないでください。その後、 [ 操作履歴（ Operation History ） ] タブで操作結果を表示できま
す。

4. ターゲット SVM に適用された構成を手動で検証およびテストして、必要な変更を行います。

5. 外部ネームサーバへの接続を手動で検証します。

7-Mode システムのカットオーバーの準備状況の検証

クライアントアクセスを切断する前に、 7-Mode システムのストレージカットオーバー
の準備状況を検証できます。たとえば、 SP または RLM が 7-Mode システムで設定され
ているかどうか、ディスクシェルフ、アグリゲート、ボリュームの移行準備ができてい
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るかどうかを検証します。エクスポート処理の前に問題を手動で修正することで、ダウ
ンタイムを短縮できます。

この処理は、エクスポートおよび停止処理を開始する前であれば何度でも実行できます。

手順

1. Check Readiness * をクリックして、 7-Mode システムをカットオーバーする準備ができていることを確
認します。

この処理はオプションですが、ストレージカットオーバー期間を最小限に抑えるには、エクスポート処理
の前にシステムの準備状況を検証して、問題を修正しておくことを推奨します。

2. 処理が完了するまで待ってから、次の手順を実行します。

a. [ * CSV として保存 * （ Save as CSV * ） ] をクリックして、操作結果をファイルに保存します。

b. ツールログの収集 * をクリックして、すべての移行ログファイルのバックアップを作成します。

移行処理を実行するたびにログファイルを保存することを推奨します。

c. [ 閉じる（ Close ） ] をクリックして、 [ 操作結果（ Operation Results ） ] ウィンドウを閉じる。

処理の完了に時間がかかる場合は、 * バックグラウンドで実行 * をクリックすると、処理結果ウィンドウ
を終了できます。バックグラウンドで処理を実行している間は、プロジェクトを編集したり他のタスクを
実行したりしないでください。その後、 [ 操作履歴（ Operation History ） ] タブで操作結果を表示できま
す。

ストレージ構成をエクスポートして 7-Mode システムを停止します

移行のカットオーバー期間はエクスポートフェーズから始まります。このフェーズで
は、システム情報、ディスクシェルフの詳細、およびストレージ構成が 7-Mode システ
ムから収集され、 7-Mode ストレージシステムが停止します。

• サービスプロセッサ（ SP ）または Remote LAN Module （ RLM ）を、 IPv4 アドレスを使用して 7-

Mode システムに設定しておく必要があります。

• すべてのクライアントを 7-Mode システムから切断しておく必要があります（ NFS エクスポートをアン
マウントし、 CIFS 共有を切断し、 SAN ホストをシャットダウンします）。ただし、 NAS サービスと
SAN サービスは 7-Mode システムで実行されている必要があります。

プロトコルサービスは 7-Mode ストレージシステムからプロトコルの構成を収集する際に
必要なため、停止しないでください。

• この処理中に 7-Mode ボリュームに書き込まれたデータはすべて失われます。

• この処理の実行中は、 7-Mode システムで管理処理を実行しないでください。

• エクスポートフェーズでは、ツールは次の処理を実行します。

◦ ボリュームとストレージの構成をすべて収集します

◦ 移行する各アグリゲートの Snapshot コピーを作成します

移行のいずれかのフェーズで 7-Mode にリバートする場合は、これらの Snapshot コピーがリバート
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処理に使用されます。

◦ 7-Mode コントローラをメンテナンスモードでブートします

◦ 7-Mode コントローラからディスク所有権を削除する

◦ ターゲットクラスタノードでディスクの自動割り当てを無効にします

手順

1. [ エクスポートおよび停止（ Export & Halt ） ] をクリックします

この処理に関する重要な考慮事項を示すメッセージが表示されます。

2. [ クライアントアクセスが切断されたことを確認する *] チェックボックスをオンにします。

3. [ はい（ * Yes ） ] をクリックして、エクスポートおよび停止操作を続行します。

処理結果が表示されます。

4. 処理の完了を待って次の手順を実行し、処理結果を保存してツールログを収集します。

a. [ * CSV として保存 * （ Save as CSV * ） ] をクリックして、操作結果をファイルに保存します。

b. ツールログの収集 * をクリックして、すべての移行ログファイルのバックアップを作成します。

移行処理を実行するたびにログファイルを保存することを推奨します。

c. [ 閉じる（ Close ） ] をクリックして、 [ 操作結果（ Operation Results ） ] ウィンドウを閉じる。

処理の完了に時間がかかる場合は、 * バックグラウンドで実行 * をクリックすると、処理結果ウィンドウ
を終了できます。バックグラウンドで処理を実行している間は、プロジェクトを編集したり他のタスクを
実行したりしないでください。その後、 [ 操作履歴（ Operation History ） ] タブで操作結果を表示できま
す。

ディスクシェルフを 7-Mode システムから切断して接続 クラスタノード

7-Mode ディスクシェルフをターゲットクラスタノードにケーブル接続する作業は手動
で行います。ディスクシェルフのケーブル接続が完了したら、 Config Advisor を使用し
てケーブル接続を検証することを推奨します。その後、 7-Mode Transition Tool を使用
してケーブル接続を検証します。ツールで実行されるチェックは、 Config Advisor で実
行されるチェックの一部です。

ディスクシェルフの 7-Mode コントローラポートへの接続に関する情報を記録しておく必要があります。

SAS ディスクシェルフを接続する際の考慮事項を確認しておく必要があります。

• 四角形と円形の SAS ポートのケーブル接続に関するルールに従う必要があります。

• IOM6 シェルフと IOM3 シェルフを同じスタックに配置することはできますが、 IOM タイプが異なるシェ
ルフ間の移行は 1 回だけにします。

たとえば、 IOM6e （コントローラ） -IOM6 （シェルフ） -IOM3 （シェルフ） -IOM3 （シェルフ）
-IOM3 （シェルフ）はサポートされる構成ですが、IOM6e （コントローラ） -IOM3 （シェルフ） -IOM6

（シェルフ） -IOM3 （シェルフ）はサポートされません。
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手順

1. 7-Mode HA ペアとターゲットクラスタノードのディスクシェルフ ID を確認します。

a. シェルフ ID が重複している場合（ 7-Mode のディスクシェルフ ID がターゲットクラスタノードのデ
ィスクシェルフで使用されている場合）は、 ID を変更します。

▪ SAS ディスクシェルフの場合、有効なシェルフ ID は 00~99 です。

▪ SAS シェルフ ID は、 HA ペア内で一意であることが必要で
す。https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1119629["『 SAS Disk Shelves

Installation and Service Guide for DS4243 、 DS2246 、 DS4486 、 and DS4246 』を参照してく
ださい"]

▪ FC ディスクシェルフの場合、有効なシェルフ ID は 1~7 です。

▪ FC シェルフ ID は、各 FC ループ内で一意である必要がありま
す。https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1112854["DS14mk2 FC および
DS14mk4 FC ハードウェアサービスガイド"]

b. ディスクシェルフの電源を再投入して、新しい ID を有効にします。

2. 7-Mode ディスクシェルフの電源をオフにします。

3. ターゲットクラスタノードで使用可能な追加のポートがあるかどうかに応じて、次のいずれかのオプショ
ンを選択します。

状況 作業

追加のポートを使用してディスクシェルフを接続で
きます

新しいスタック内のディスクシェルフを、マルチパ
ス構成でターゲットクラスタノードに接続します。

ディスクシェルフを別のスタックに
接続することを推奨します。7-Mode

Transition Tool では、事前確認の実
行時に、ターゲットクラスタノード
で必要な数のポートを使用できるか
どうかが検出されます。

ポートを使用してディスクシェルフを接続すること
はできません

次のいずれかを実行します。

• 新しい拡張カードを追加し、新しいスタック内
のディスクシェルフをマルチパス構成でターゲ
ットクラスタノードに接続します。

デスティネーションプラットフォームで拡張カ
ードがサポートされていることを確認しておく
必要があります。

• ディスクシェルフをマルチパス構成で既存のス
タックに接続します。

"『 SAS Disk Shelves Installation and Service Guide for DS4243 、 DS2246 、 DS4486 、 and DS4246 』
を参照してください"

"DiskShelf14mk2 AT ハードウェアサービスガイド"
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"DS14mk2 FC および DS14mk4 FC ハードウェアサービスガイド"

4. ディスクシェルフの電源をオンにします。

次の手順に進む前に、 70 秒以上待機する必要があります。

5. Config Advisor を使用して接続を確認します。

Config Advisor で特定されたケーブル接続の問題をすべて修正する必要があります。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

6. 7-Mode Transition Tool で、 * ケーブル接続を検証 * をクリックします。

この処理に関する重要な考慮事項を示すメッセージが表示されます。

◦ トラブルシューティング： * アグリゲートのディスクが不足している場合、アグリゲートはデグレー
ド状態になり、ケーブル接続の検証が失敗します。不足しているディスクの数が許容範囲の場合は、
7-Mode Transition Tool CLI から次のコマンドを実行して、デグレードアグリゲートを使用して移行を
続行できます。

`*transition cft aggregate degraded-transition -p project_name  n 7—_mode_host_name _-7-

mode_aggregate_name - 私は * を認めます

その後、ケーブル接続の検証処理を再実行して、移行を続行できます。アグリゲートが移行されたあとに
これらの RAID グループを再構築するには、ターゲットクラスタノードに十分な数のスペアディスクを確
保する必要があります。

7. 続行するには、 [ はい ] をクリックします。

8. 処理の完了を待って次の手順を実行し、処理結果を保存してツールログを収集します。

a. [ * CSV として保存 * （ Save as CSV * ） ] をクリックして、操作結果をファイルに保存します。

b. ツールログの収集 * をクリックして、すべての移行ログファイルのバックアップを作成します。

移行処理を実行するたびにログファイルを保存することを推奨します。

c. [* 閉じる * ] をクリックします。

処理の完了に時間がかかる場合は、 * バックグラウンドで実行 * をクリックすると、処理結果ウィンドウ
を終了できます。バックグラウンドで処理を実行している間は、プロジェクトを編集したり他のタスクを
実行したりしないでください。その後、 [ 操作履歴（ Operation History ） ] タブで操作結果を表示できま
す。

◦ 関連情報 *

移行のためのケーブル接続情報の収集

ONTAP への 7-Mode データのインポート

ケーブル接続を検証して問題をすべて解決したら、インポート処理を実行できます。こ
のフェーズでは、マッピングしたクラスタノードにディスク所有権が割り当てられ、 7-
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Mode のアグリゲート、ボリューム、および LUN が ONTAP 形式に変換されます。ボ
リュームレベルおよび LUN レベルの構成がすべて適用されます。

このフェーズでは、ツールによって次の処理が実行されます。

• 7-Mode のディスクがマッピングしたターゲットクラスタノードに割り当てられます。

• 7-Mode のアグリゲート、ボリューム、および LUN がすべて、 ONTAP 形式に変換されます。

• 移行対象として選択した 7-Mode IP アドレスが、管理状態が up で SVM に設定されます。

• 次の構成が適用されます。

◦ NFS エクスポートルール

◦ CIFS 共有

◦ CIFS ACLs 構成

◦ CIFS のホームディレクトリ設定

◦ CIFS シンボリックリンク

◦ クォータ構成

◦ Snapshot コピーのスケジュール

◦ LUN マップと igroup

手順

1. [* インポート * ] をクリックします。

◦ トラブルシューティング： * アグリゲート内のディスクが不足している場合、アグリゲートはデグレ
ード状態になり、インポート処理が失敗します。不足しているディスクの数が許容範囲の場合は、 7-

Mode Transition Tool CLI から次のコマンドを実行して、デグレードアグリゲートを使用して移行を続
行できます。

`*transition cft aggregate degraded-transition -p _project-name _-n _7-mode-host-name _A_7-mode-

aggregate-name _ - 私は * を認めます

その後、ケーブル接続の検証処理を再実行して、移行を続行できます。アグリゲートが移行されたあ
とにこれらの RAID グループを再構築するには、ターゲットクラスタノードに十分な数のスペアディ
スクを確保する必要があります。

この処理に関する重要な考慮事項を示す警告メッセージが表示されます。

2. 続行するには、 [ はい ] をクリックします。

処理結果が表示されます。

3. 処理が完了するまで待ってから、次の手順を実行します。

a. [ * CSV として保存 * （ Save as CSV * ） ] をクリックして、操作結果をファイルに保存します。

b. ツールログの収集 * をクリックして、すべての移行ログファイルのバックアップを作成します。

移行処理を実行するたびにログファイルを保存することを推奨します。

81



c. [ 閉じる（ Close ） ] をクリックして、 [ 操作結果（ Operation Results ） ] ウィンドウを閉じる。

処理の完了に時間がかかる場合は、 * バックグラウンドで実行 * をクリックすると、処理結果ウィンドウ
を終了できます。バックグラウンドで処理を実行している間は、プロジェクトを編集したり他のタスクを
実行したりしないでください。その後、 [ 操作履歴（ Operation History ） ] タブで操作結果を表示できま
す。

移行を完了します

移行を完了するには、移行したボリュームと構成の手動検証、ワークロードのテスト、
運用の開始、および Copy-Free Transition プロジェクトのコミットを実行します。コミ
ット処理後はロールバックは実行できないため、すべてのワークロードを検証し、短期
間だけ運用を開始して、ロールバックが必要かどうかを評価してください。

テスト時の制限事項

テスト時にはブロックされる処理、および推奨されない処理があります。これらの制限
は、移行をコミットしない場合に 7-Mode へのロールバックを可能にするためにありま
す。

ブロックされる処理

操作 説明

アグリゲート Snapshot コピーを自動的に削除する（
自動削除）

エクスポート処理で作成された 7-Mode アグリゲート
レベルの Snapshot コピーはロールバック時に必要な
ため、アグリゲートの使用スペースが増加しても
Snapshot コピーは自動的には削除されません。

アグリゲートの空き物理スペースを監
視して、テスト中にアグリゲートのス
ペースが不足しないようにする必要が
あります。

別のアグリゲートへのボリュームの移動 • 移行したアグリゲートにボリュームを移動するこ
とはできません。

• 移行したアグリゲートからクラスタ内のアグリゲ
ートにボリュームを移動することはできます。

ボリューム間での LUN のコピーまたは移動 • 移行したボリュームに LUN をコピーまたは移動
することはできません。

• 移行したボリュームからクラスタ内の他のボリュ
ームに LUN をコピーまたは移動することはでき
ます。
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操作 説明

アグリゲートを作成しています この処理は、ターゲットクラスタの HA ペアでは実行
できません。クラスタ内の他のノードにはアグリゲ
ートを作成できます。

アグリゲートを削除しています エクスポート処理で作成された 7-Mode アグリゲート
レベルの Snapshot コピーはロールバック時に必要な
ため、移行したアグリゲートを削除することはでき
ません。

移行したアグリゲートをルートアグリゲートとして
セットアップする

移行したアグリゲートをルートアグリゲートとして
選択することはできません。また、移行したアグリ
ゲートの HA ポリシーを CFO に変更することはでき
ません。

ファイルコピー処理を実行しています • 移行したボリュームにファイルを移動またはコピ
ー（単一ファイルのオンデマンドコピー）するこ
とはできません。

• 移行したボリュームからクラスタ内の他のボリュ
ームにファイルを移動またはコピーすることはで
きます。

既存のアグリゲートのミラーリング この処理はクラスタ内のすべてのアグリゲートでブ
ロックされます。

ターゲットの Data ONTAP バージョンをアップグレ
ードまたはリバートする クラスタノード

ターゲットクラスタノードをアップグレードまたは
リバートする前に、プロジェクトをコミットする必
要があります。

ディスクを追加中です 「 storage aggregate add-disks 」コマンドを admin

権限レベルで実行することはできません。ただし、
advanced 権限レベルでは実行できます。

移行したアグリゲートのスペースを増
やす場合、 7-Mode ディスクシェルフ
のスペアディスクだけを追加する必要
があります。スペア・ディスクを追加
するには '-disklist パラメータを使用し
ます (`-diskcount ` パラメータは使用し
ないでください )

移行したボリュームを SVM ルートボリュームとして
指定

移行したボリュームでは 'volume make-vsroot コマン
ドを実行できません

推奨されない処理
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操作 ロールバック前の対処方法

アグリゲートの再配置

移行したアグリゲートの所有権はその HA パートナー
に切り替わります。

7-Mode Transition Tool では、プロジェクトに保存さ
れたターゲットノードのマッピング情報に基づいて
アグリゲートが 7-Mode コントローラにマッピングさ
れるため、ロールバックの実行前にアグリゲートの
所有権を元に戻す必要があります。

移行したアグリゲートでのボリュームの作成 作成したボリュームを削除するか、別のアグリゲー
トに移動する必要があります。

アグリゲートまたはボリュームの名前を変更してい アグリゲートまたはボリュームの名前を元の名前に
変更します。

RAID タイプを変更しています 7-Mode にロールバックする場合は、 RAID タイプが
7-Mode の RAID タイプと同じである必要がありま
す。

• 関連情報 *

"ONTAP 9 のコマンド"

移行したボリュームを別の SVM にリホストする

ボリュームをリホストすると、データをコピーすることなく、移行したボリュームをあ
る SVM から別の SVM に移行できます。リホスト処理では FC LUN を含むすべてのボリ
ュームを 1 つの SVM に統合できるため、 7-Mode の Single-System Image （ SSI ；シ
ングルシステムイメージ）のセマンティクスを保持できます。移行した NAS ボリューム
をリホストすることもできます。

• リホストするボリュームはオンラインである必要があります。

• ボリュームの移動や LUN の移動など、ボリューム管理操作を実行しないでください。

• リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。

リホストはシステム停止を伴う処理です。

次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はソースボリュームから失われるため、リホスト処理
の完了後に、リホストしたボリュームで手動で再設定する必要があります。

• ボリュームと qtree のエクスポートポリシー

• ウィルス対策ポリシー

• ボリューム効率化ポリシー

• Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー

• Snapshot ポリシー

• クォータルール
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• CIFS 共有

• ポートセットに関連付けられている igroup

手順

• * FC ボリュームと iSCSI ボリュームのリホスティング *

a. advanced 権限レベルに切り替えます： +*set -privilege advanced *

b. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

状況 実行するコマンド

リホスト後に LUN のマッピングを解除する 「 * volume rehost -vserver source_svm _

-volume_name-destination -vserver

destination_SVM-force – unmap-luns true * 」と
いう名前のボリュームをリホストします

リホスト後に LUN を同じ igroup に再マッピング
します

「 * volume rehost -vserver _source_svm _

-volume_vol_name  -destination-vserver

_destination_svm  auto-remap-luns true * 」のよ
うに指定します

• * NFS ボリュームのリホスティング *

a. NFS エクスポートポリシーに関する情報を記録します。

b. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします :+* volume unmount *

c. advanced 権限レベルに切り替えます：「 * set -privilege advanced * 」

d. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。 +* volume rehost -vserver

source_SVM-volume vol_name -destination-vserver _destination_svm *

デスティネーション SVM のデフォルトのエクスポートポリシーがリホストしたボリュームに適用さ
れます。

e. エクスポートポリシーを作成します。 +* vserver export-policy create *

f. リホストしたボリュームのエクスポートポリシーをユーザ定義のエクスポートポリシーに更新しま

す。 +volume modify

g. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。 +* volume

mount *

h. デスティネーション SVM で NFS サービスが実行されていることを確認します。 +* vserver nfs

status*

i. リホストしたボリュームへの NFS アクセスを再開します。

ボリュームのアクセスパス（ LIF とジャンクションパス）は変更されているため、 NFS クライアント
のクレデンシャルと LIF の構成を更新してデスティネーション SVM の LIF を反映させる必要があり
ます。

"NFS の管理"
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• * CIFS ボリュームのリホスティング *

a. CIFS 共有に関する情報を記録します。

b. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします :+* volume unmount *

c. advanced 権限レベルに切り替えます： +*set -privilege advanced *

d. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。 +* volume rehost -vserver

source_SVM-volume vol_name -destination-vserver _destination_svm *

e. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。 +* volume

mount *

f. リホストしたボリューム用の CIFS 共有を作成します。 +* vserver cifs share create *

g. ソースとデスティネーションの SVM で DNS ドメインが異なる場合は、新しいユーザとグループを作
成します。

h. 新しいデスティネーション SVM の LIF とリホストしたボリュームへのジャンクションパスで、 CIFS

クライアントを更新します。

"SMB / CIFS の管理"

• * SnapMirror 関係におけるボリュームのリホスト *

a. SnapMirror 関係のタイプ +* snapmirror show * を記録します

b. デスティネーションクラスタから、 SnapMirror 関係を削除します： +*snapmirror delete *

SnapMirror 関係は解除しないでください。解除するとデスティネーションボリューム
のデータ保護機能が失われ、リホスト処理の完了後に関係を再確立できません。

c. ソースクラスタから、 SnapMirror 関係情報「 +*snapmirror release * 」を解放します

Snapshot コピーは削除されずにソースの関係情報だけが削除されるように、 -relationship-info-only パ
ラメータを true に設定します。

d. advanced 権限レベルに切り替えます： +*set -privilege advanced *

e. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。 +* volume rehost -vserver

source_SVM-volume vol_name -destination-vserver _destination_svm *

f. ソースとデスティネーションの SVM 間に SVM ピア関係を作成します。 +* vserver peer

create *

g. ソース・ボリュームとデスティネーション・ボリュームの間に SnapMirror 関係を作成します。

+*snapmirror create *

リホストしたボリュームは、 SnapMirror 関係のソースまたはデスティネーションにすることができま
す。

h. データ保護関係を再同期化します :+*snapmirror resync *

"データ保護"

リホストしたボリュームの自動ボリュームワークロードを手動で作成する必要があります。手順は次のとおり
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です。

1. SVM にユーザ定義のポリシーグループを作成します。

「 * qos policy-group create -vserver destination -vserver-policy -group_policy-group-name _ * 」のように
指定します

2. この QoS ポリシーグループを、リホストしたボリュームに割り当てます。

* volume modify -vserver_destination-vserver_-volume -qos-policy-group policy-

group-group-name*

ポリシーおよび関連するルールをリホストしたボリュームに手動で再設定する必要があります。

リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するル
ールを再設定しなければならない場合があります。

• 関連情報 *

"ONTAP 9 のコマンド"

移行した構成の検証

7-Mode のボリュームと構成のインポートが完了したら、移行したアグリゲート、ボリ
ューム、 LUN 、および構成を手動で検証する必要があります。

手順

1. 7-Mode のアグリゲート、ボリューム、 LUN 、および CIFS 共有、 NFS エクスポート、 LUN マッピング
が移行されたことを確認します。

2. 7-Mode 構成がすべて保持されていることを確認します。

移行後に手動で設定タスクを実行

移行したボリュームにアクセスするワークロードとアプリケーションで必要ないくつか
の設定タスクを手動で実行する必要があります。事前確認の結果から手動タスクのリス
トを取得できます。

手順

1. 事前確認の結果にリストされたタスクを実行し、ツールで移行されなかった機能または環境に合わせたカ
スタマイズが必要な機能を設定します。

ネームサービスの移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順

NFS の移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順

ONTAP への移行対象としてサポートされる CIFS 構成とされない CIFS 構成

SAN の移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順
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SnapMirror 関係を移行する

ワークロードとアプリケーションのテスト

すべてのワークロードとアプリケーションをテスト運用環境で手動でテストする必要が
あります。その後、プロジェクトをコミットする前に短期間だけ運用を開始して、ロー
ルバックが必要かどうかを評価できます。

移行したアグリゲートに 5% 以上の物理的な空きスペースが必要です。

20% 以上の空きスペースを確保することを推奨します。

テストでは一部の処理が制限されます。

テスト時の制限事項

手順

1. 移行したボリュームにクライアントを接続します。

2. SAN ワークロードがある場合は、移行後のホスト修正タスクを SAN ホストで実行します。

"SAN ホストの移行および修復"

3. 移行したデータと構成を使用するすべてのワークロードとアプリケーションをテストします。

4. 移行したアグリゲートの空き物理スペースを 7-Mode Transition Tool ダッシュボードのアグリゲートタブ
で監視して、移行したアグリゲートのスペースが不足していないことを確認します。

◦ トラブルシューティング： * 移行したアグリゲートのスペースが不足している場合は、ディスクを追
加できます。

a. advanced 権限レベルにログインします。 +*set -privilege advanced *

b. 7-Mode ディスクシェルフからスペアディスクを選択してディスクを追加し、移行したアグリゲー

トのスペースを増やします。 +* storage aggregate add-disks -aggregate aggr_name

-diskdisk1*

7-Mode のスペアディスクを使用できない場合は、クラスタノードのディスクシェルフにあるスペ
アディスクを使用できますが、ロールバックプロセスが複雑になります。

本番環境のデータの提供を開始できます。

短期間だけ本番環境でデータを提供して、ワークロードが本番環境で正しく処理されているこ
と、および 7-Mode へのロールバックが不要であることを確認します。次の理由により、この
フェーズを延長すること、およびコピーフリーの移行プロジェクトのコミットを遅らせること
はするべきではありません。

• 新しいデータがボリュームに書き込まれると、移行したアグリゲートのスペースが不足す
る可能性が高くなる。

• この間にボリュームに書き込まれた新しいデータはロールバック中に使用できなくなりま
す。
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• 関連情報 *

7-Mode への移行のロールバックの実行

"ONTAP 9 のコマンド"

コピーフリーの移行プロジェクトのコミット

移行の最後の手順は、 Copy-Free Transition プロジェクトのコミットです。アグリゲー
トをコミットしたあとで、 7-Mode へのロールバックを実行することはできません。

移行したデータと構成を手動で検証し、ワークロードとアプリケーションをテストしておく必要があります。

エクスポートフェーズで作成されたアグリゲートレベルの Snapshot コピーがすべて削除されます。

手順

1. [* 確定 * （ Commit * ） ] をクリック

2. 表示される警告メッセージで、「 * はい * 」をクリックします。

テストフェーズですべての制限を排除し、移行したボリュームで本番環境のデータを提供できるかどうかをテ
ストフェーズでテストします。

SnapMirror 関係を移行する

セカンダリ HA ペアを最初に移行し、 7-Mode プライマリボリュームと clustered Data

ONTAP セカンダリボリュームの間に段階的な SnapMirror 関係を設定してから、プライ
マリ HA ペアを移行することができます。シナリオによっては、 7-Mode SnapMirror 関
係のセカンダリとプライマリの HA ペアを並行して移行する必要があります。

すべてのプライマリボリュームが一方の HA ペアに所属し、すべてのセカンダリボリュームがもう一方の HA

ペアに所属する場合は、段階的な方法を使用して移行できます。

いずれかの HA ペアでプライマリボリュームとセカンダリボリュームが混在している場合は、並行の方法を使
用して移行する必要があります。

プライマリとセカンダリの HA ペアを移行後に、 clustered Data ONTAP で Volume SnapMirror 関係を手動で
設定する必要があります。再同期が成功するためには、 Data ONTAP 8.1 以降で作成された共通の Snapshot

コピーが、 SnapMirror 関係のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に少なくとも 1 つは存在し
ている必要があります。

• 関連情報 *

"System Manager を使用したクラスタの管理"

段階的な SnapMirror 関係にある HA ペアの移行 設定

セカンダリ HA ペアを最初に移行し、 7-Mode プライマリボリュームと ONTAP セカン
ダリボリュームの間に段階的な SnapMirror 関係を設定してから、プライマリ HA ペアを
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移行することができます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタで SnapMirror 関係を移行する準備をしておく必要がありま
す。

クラスタで Volume SnapMirror 関係を移行する準備をしています

手順

1. 7-Mode Transition Tool で、 7-Mode の Volume SnapMirror 関係のセカンダリボリュームを含む HA ペア
に対して、コピーフリーの移行を実行します。

セカンダリボリュームを含む 7-Mode HA ペアを移行する前に、 7-Mode の SnapMirror 関係に対する手動
の操作は必要ありません。これにより、 7-Mode のセカンダリボリュームは、読み取り専用ボリュームと
して ONTAP に移行されます。

コピーフリーの移行を使用した 7-Mode アグリゲートの移行

2. セカンダリ HA ペアのコミット前テストフェーズで、 7-Mode プライマリボリュームと ONTAP セカンダ
リボリュームの間にディザスタリカバリ関係を作成します。

a. セカンダリデスティネーションクラスタから、「 vserver peer transition create 」コマンドを使用し
て、 7-Mode プライマリボリュームと ONTAP セカンダリボリュームの間に SVM ピア関係を作成しま
す。

b. 「 job schedule cron create 」コマンドを使用して、 7-Mode の SnapMirror 関係用に設定されている
スケジュールと一致するジョブスケジュールを作成します。

c. 「 snapmirror create 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと ONTAP のセカンダ
リボリュームの間に TDP タイプの SnapMirror 関係を作成します。

d. 「 snapmirror resync 」コマンドを使用して、 ONTAP セカンダリ・ボリュームを再同期します。

再同期が成功するためには、 7-Mode のプライマリボリュームと ONTAP のセカンダリボリュームに
共通の 7-Mode Snapshot コピーが存在する必要があります。

3. 移行したアグリゲートとボリュームに対して必要なテストを実行します。

4. 7-Mode Transition Tool で、セカンダリ HA ペアのプロジェクトの移行をコミットします。

コピーフリーの移行プロジェクトのコミット

5. 7-Mode の Volume SnapMirror 関係のプライマリボリュームを含む HA ペアに対して、コピーフリーの移
行を実行します。

コピーフリーの移行を使用した 7-Mode アグリゲートの移行

6. プライマリ HA ペアのコミット前テストフェーズで、移行したセカンダリボリュームとプライマリボリュ
ームの間に SnapMirror 関係を作成します。

a. デスティネーションクラスタから、移行したプライマリボリュームとセカンダリボリュームを含む
SVM 間にクラスタ間 SVM ピア関係を作成します。

"システム管理"

b. TDP SnapMirror を削除するには、「 snapmirror delete 」コマンドを使用します 7-Mode プライマリ
ボリュームと ONTAP セカンダリの関係 手順で作成したボリューム #手順
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_D528769DF8EC49058D1958565914CF47。

c. 手順で作成した cron ジョブスケジュールを削除します #手順

_EB470706425C45759EAAE8F0A87BA547:+* job schedule cron delete *

d. 移行したプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に Volume SnapMirror 関係を作成しま
す。

"ボリュームディザスタリカバリの簡単な設定"

e. デスティネーション・ボリュームで、 SnapMirror 関係のソース・ボリュームとデスティネーション・

ボリュームを再同期化します。 +*snapmirror resync *

ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間には、共通の Snapshot コピー
が少なくとも 1 つ必要です。

▪ トラブルシューティング：共通の Snapshot コピーが Data ONTAP 8.1 より前のリリースで作成さ
れた場合、 SnapMirror の再同期が失敗します。advanced 権限レベルで '-fs-version' パラメータを
volume snapshot show コマンドとともに使用すると ' スナップショット・コピーが作成されたリ
リースを表示できますこの問題が発生した場合は、 SnapMirror 関係を解除してから再同期を実行
します。

f. SnapMirror データ転送のステータスを監視します。 +*snapmirror show *

再同期が完了するまでは、ソースボリュームとデスティネーションボリュームでボリュ
ーム移動や SnapMirror 解除などの処理を実行しないでください。再同期は中断せずに
正常に完了するようにしてください。中断しないと、ボリュームが不整合状態になる可
能性があります。

7. プライマリプロジェクトの移行をコミットします。

コピーフリーの移行プロジェクトのコミット

◦ 関連情報 *

"SnapMirror による 7-Mode データの移行"

"ONTAP 9 のコマンド"

SnapMirror 関係のプライマリシステムとセカンダリシステムを移行する 平行（
Parallel ）

7-Mode SnapMirror 関係のボリュームを含むプライマリ HA ペアとセカンダリ HA ペア
を並行して移行することができます。移行後に、 clustered Data ONTAP で Volume

SnapMirror 関係を手動で設定する必要があります。SnapMirror 関係は移行後も維持され
ます。ベースラインの再設定は必要ありません。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタで SnapMirror 関係を移行する準備をしておく必要がありま
す。

クラスタで Volume SnapMirror 関係を移行する準備をしています
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セカンダリとプライマリ両方の HA ペアを、同じカットオーバー期間内に移行する必要があります。

手順

1. 7-Mode Transition Tool から、 7-Mode の Volume SnapMirror 関係のプライマリボリュームとセカンダリ
ボリュームを含む 2 つの HA ペアに対して、コピーフリーの移行を実行します。

セカンダリボリュームを含む 7-Mode HA ペアを移行する前に、 7-Mode の SnapMirror 関係に対する手動
の操作は必要ありません。これにより、 7-Mode のセカンダリボリュームは、読み取り専用ボリュームと
して ONTAP に移行されます。

コピーフリーの移行を使用した 7-Mode アグリゲートの移行

2. 移行したプライマリボリュームとセカンダリボリュームを含む SVM 間にクラスタ間 SVM ピア関係を作
成します。

"システム管理"

3. 移行したプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に Volume SnapMirror 関係を作成します。

"ボリュームディザスタリカバリの簡単な設定"

4. デスティネーションボリュームで、 SnapMirror 関係のソースボリュームとデスティネーションボリュー
ムを再同期します。

*snapmirror resync *

ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間には、共通の Snapshot コピーが少
なくとも 1 つ必要です。

◦ トラブルシューティング：共通の Snapshot コピーが Data ONTAP 8.1 より前のリリースで作成され
た場合、 SnapMirror の再同期が失敗します。advanced 権限レベルで '-fs-version' パラメータを
volume snapshot show コマンドとともに使用すると ' スナップショット・コピーが作成されたリリー
スを表示できますこの問題が表示された場合は、 SnapMirror 関係を解除してから再同期を実行しま
す。

5. SnapMirror データ転送のステータスを監視します。

「 * snapmirror show * 」

再同期が完了するまでは、ソースボリュームとデスティネーションボリュームでボリュー
ム移動や SnapMirror 解除などの処理を実行しないでください。再同期は中断せずに正常に
完了するようにしてください。中断しないと、ボリュームが不整合状態になる可能性があ
ります。

6. セカンダリプロジェクトの移行をコミットしてから、プライマリプロジェクトの移行をコミットします。

コピーフリーの移行プロジェクトのコミット

◦ 関連情報 *

"ONTAP 9 のコマンド"

"System Manager の略"
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移行に関する問題のトラブルシューティング

7-Mode Transition Tool に関する問題をトラブルシューティングする方法およびログファ
イルの場所について理解しておく必要があります。7-Mode Transition Tool を使用してい
ると、問題と解決策を識別するエラーメッセージが表示される場合があります。

無視できるエラーが発生した場合の移行の続行

移行を中断するエラーが移行時に発生する場合があります。7-Mode Transition Tool CLI

で問題を承認することで、これらのエラーの一部は無視できます。移行を続行するに
は、エラーを無視したあとに、中断した処理を再実行する必要があります。

エラーを承認する場合は、エラーの影響を把握したうえで承認する必要があります。

エラーを無視したあとで、移行処理を再実行する必要があります。一部のケースでは、 Data ONTAP の確認
後に、影響を受けるアグリゲートやボリュームに対して、処理の次回実行時に問題によって対処策が実行され
ます。

手順

1. 無視できるエラーが移行処理で発生した場合は、 7-Mode Transition Tool CLI から次のコマンドを実行し
ます。

transition cft ignorableerrors add -p project_name --c_ignorable_errorcategor`

「 ignorable_errorcategory 」は、無視できるエラーの種類です。

移行時に無視できるエラーです

2. 移行処理を再実行します。

エラーが警告に変わり、エラーが「 acknowledged 」と表示されます。警告が表示されても移行は続行で
きます。

移行時に無視できるエラーです

移行時に発生するエラーの一部は無視できます。このようなエラーは、 Copy-Free

Transition プロジェクトの事前確認、ケーブル接続、インポート、またはコミットの処理
で発生します。移行を続行する前に、これらのエラーを承認する必要があります。

7-Mode Transition Tool CLI を使用して、 Copy-Free Transition プロジェクトに無視できるエラーカテゴリを
追加する場合は、エラーの影響を把握しておく必要があります。エラーを無視したあとで、移行処理を再実行
する必要があります。この時点で、エラーは警告メッセージに変わり、エラーは「 acknowledged 」と表示さ
れます。警告が表示されても移行は続行できます。

事前確認処理：無視できるエラーカテゴリ
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カテゴリ エラーが表示される場合

「 ignore-source-not-multipath 」 7-Mode ディスクシェルフがマルチパス構成に含まれ
ていない。

「 ignore-target-not-multipath 」 ターゲットクラスタノードのディスクシェルフがマ
ルチパス構成に含まれていない。

「 ignore-source-storage-fault 」 7-Mode ディスクシェルフに障害がある（「 storage

show fault 」コマンドの出力に表示）。

「 ignore-target-storage-fault 」 ターゲットクラスタノードのディスクシェルフに障
害がある（「 system node run -node node_name _

command storage show fault 」コマンドの出力に表
示）。

ignore-target-port-frequirement 7-Mode ディスクシェルフを接続するための十分な数
のポートがターゲットクラスタノードにない。

「 ignore-aggr-sspace-less than -5 パーセント」 7-Mode アグリゲートのスペースが不足している： 7-

Mode アグリゲートの空きスペースが物理スペースの
5% 未満である。

「 ignore-aggr-logical-space—more-than -97-percent
」

7-Mode アグリゲートのスペースが不足している：ア
グリゲートの論理スペースが 97% 以上使用されてい
る。

「 ignore-aggr-snapshot-fills-more-than -4-percent 」
を指定します

7-Mode アグリゲートのスペースが不足している：
Snapshot コピーが Snapshot コピーリザーブよりも
多くのスペースを占有している。

「 ignore-aggr-sphysical-space—more-89-percent-

and-snapshot-fills` 」
7-Mode のアグリゲートのスペースが不足している：
使用済み物理スペースの合計が 89% 以上であり、
Snapshot コピーが Snapshot コピーリザーブよりも
多くのスペースを占有している。

「 ignore-volumes with -file-gurantee 」 7-Mode ボリュームのスペースギャランティは「 file

」に設定されていますが、これは ONTAP ではサポー
トされていません。

「 ignore-volumes with -disabled-gurantees 」 ボリュームのスペースが不足しているため、ボリュ
ームのスペースギャランティが現在無効になってい
る。
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カテゴリ エラーが表示される場合

「 nfs-qtrees -exported 」と表示されます qtree エクスポートルールが 7-Mode システムに存在
する。

このエラーを承認する場合は、 Data ONTAP 7-Mode

と ONTAP の qtree エクスポートルールの違いを把握
しておく必要があります。7-Mode Transition Tool に
よって NFS エクスポートルールが適用されたあと
で、いくつかの手順を手動で実行しなければならな
い場合があります。

"ネットアップの技術情報アーティクル 8010371 ：「
7MTT Precheck 10111 - Transitioning 7-Mode

volumes qtree レベルのエクスポートがある"

「 ignore-configurion-limits-check 」 移行するオブジェクトと構成は一定の制限を超えま
す。ストレージカットオーバーに時間がかかる可能
性があり、ダウンタイムに備えておく必要がありま
す。

"ネットアップの技術情報アーティクル 3014882 ：「
Considerations for reducing the storage cutover time

during Copy-Free Transition"

「 ignore-cifs-ad-domain-mismatch 」 7-Mode システムの CIFS Active Directory ドメインが
ターゲット SVM の CIFS Active Directory ドメインと
異なる場合であっても、 7-Mode Transition Tool で
CIFS 構成の移行が続行される。

7-Mode システムとターゲット SVM の CIFS Active

Directory ドメインが信頼できるドメインであること
を確認する必要があります。信頼できない場合、タ
ーゲット SVM への CIFS 構成の移行は失敗します。

"Active Directory ドメインがの場合の CIFS 構成の移
行方法 7-Mode とターゲット SVM で CIFS サーバが
異なります"

ケーブル接続の検証処理：無視できるエラーカテゴリです

カテゴリ エラーが表示される場合

「 ignore-missing-spare -disk」 というエラーが表示
されます

ターゲットクラスタノードで検出されない 7-Mode の
スペアディスクがある。
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カテゴリ エラーが表示される場合

「 ignore-missing-degraded -faggr-mdisks 」 ターゲットクラスタノードで、 7-Mode のいずれかの
RAID-DP RAID グループのディスクを最大 2 本検出
できない。または、 7-Mode のいずれかの RAID-4

RAID グループのディスクを 1 本検出できない。

移行を続行すると、アグリゲートは移行後にデグレ
ードされます。

インポート処理：無視できるエラーカテゴリです

インポート処理中 Data ONTAP に Copy-Free Transition プロジェクトに無視できるエラーカテゴリを追加す
ると、エラーが警告に変更されるだけでなく、アグリゲートやボリュームに対していくつかの対処策が実施さ
れます。

カテゴリ エラーが表示される場合 エラーが承認され、インポート処
理が実行された場合の対処策
が再実行されます

「 ignore-aggregates -with -32bit

-snapshot-for-import 」を指定しま
す

7-Mode アグリゲートで 32 ビット
Snapshot コピーが検出された。

このプロジェクトに含まれている
すべての 7-Mode アグリゲートか
ら 32 ビット Snapshot コピーが削
除されます。

「 transition-ddirty-aggregates -

during -import 」を実行します
移行するアグリゲートの 1 つが 7-

Mode ストレージシステムで正常に
シャットダウンされていない。

正常にシャットダウンされなかっ
たすべての 7-Mode アグリゲート
が移行されます。これにより、移
行後にデータが失われる可能性が
あります。

「 ignore-aggregates -not-being

one-for-import' 」を指定します
7-Mode ストレージシステムを停止
したときにアグリゲートがオフラ
インだった。

すべてのオフラインアグリゲート
がオンラインになります。

「 ignore-volumes with -32bit

-snapshot-for-import 」を指定しま
す

7-Mode ボリュームで 32 ビット
Snapshot コピーが検出された。

このプロジェクトに含まれている
すべての 7-Mode ボリュームから
32 ビット Snapshot コピーが削除
されます。

「 ignore-volumes with -ddirty -file

-system-for-import 」を指定します
移行するボリュームの 1 つが 7-

Mode ストレージシステムで正常に
シャットダウンされていない。

正常にシャットダウンされなかっ
たすべての 7-Mode ボリュームが
移行されます。その結果、移行後
にデータが失われる可能性があり
ます。

「 transition-offline-volumes -dime

-import 」を使用します
7-Mode ストレージシステムを停止
したときにボリュームがオフライ
ンだった。

すべてのオフラインボリュームが
オンラインになります。
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カテゴリ エラーが表示される場合 エラーが承認され、インポート処
理が実行された場合の対処策
が再実行されます

「 transition-pRESTRICTED -

VOLUMES - ime-import 」を選択し
ます

7-Mode ストレージシステムを停止
したときにボリュームが制限状態
だった。

制限状態のすべてのボリュームが
オンラインになります。

コミット処理：無視できるエラーカテゴリ

コミット処理中 ONTAP に Copy-Free Transition プロジェクトに無視できるエラーカテゴリを追加すると、エ
ラーが警告に変更されるだけでなく、アグリゲートやボリュームに対していくつかの対処策が実施されます。

カテゴリ エラーが表示される場合 エラーが承認されて処理がコミッ
トされている場合の対処策
が再実行されます

「 ignore-commit-offline-

aggregates 」というエラーが表示
されます

移行したアグリゲートの一部がオ
フラインです。

すべてのオフラインアグリゲート
がオンラインになります。

移行ログファイルをダウンロードしています

7-Mode Transition Tool では、システムで実行された移行評価とマイグレーション処理の
詳細が記録されたログファイルが作成されます。

手順

1. トップ・メニューの * Logs * をクリックします。

2. [ プロジェクトログの収集 ] をクリックして、すべてのプロジェクトに関連するログを収集します。

3. 特定のプロジェクトのログを収集するには、プロジェクトリストからプロジェクトを探し、 * ダウンロー
ド * をクリックします。

ログは「 .zip 」ファイルとしてダウンロードされます。フォルダ名はタイムスタンプです。

◦ 関連情報 *

"ネットアップにファイルをアップロードする方法"

7-Mode Transition Tool のログファイル

7-Mode Transition Tool では、システムで発生した移行処理の詳細を記録したログファイ
ルが作成されます。ログファイルは、 7-Mode Transition Tool がインストールされてい
るパスの logs ディレクトリにあります。

7-Mode システムおよびクラスタの SnapMirror ログに関連した EMS メッセージを使用して、問題をトラブル
シューティングすることもできます。

次の表に、特定の移行プロジェクトに関連するログファイルを示します。
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ログファイルのパス 次の情報が含まれます。

project_name_ /transition.log プロジェクト固有のデバッグメッセージ

project_name/zapi-outbound.log 実行されたすべての Data ONTAP API の出力 7-Mode

Transition Tool で特定のプロジェクトを実行する

次の表に、特定のプロジェクトには関連しないログファイルを示します。

ログファイルのパス 次の情報が含まれます。

「 transition-GUI.log 」を参照してください Web を使用して実行されるすべてのアクションのエ
ントリ インターフェイス

「デフォルト / 監査ログ」 • 7-Mode Transition Tool を実行するたびに、ツー
ルによって使用される HTTP または HTTPS ポー
トやログディレクトリのパスなどのすべてのパラ
メータ

• 実行されたすべての移行コマンドとその出力

「デフォルト / デフォルト / トランジション .log 」 プロジェクトに固有でないデバッグメッセージ

'default/stream_management/stream_management.lo

g
スケジューラによって管理中に記録されたデバッグ
メッセージ スケジュールと、どのプロジェクトにも
属さないスケジュール

「デフォルト / デフォルト /zapi-outbound.log 」 実行されたすべての Data ONTAP API の出力 7-Mode

Transition Tool およびに属していない 任意のプロジ
ェクト

'default/stream_management/zapi-outbound.log' 実行されたすべての Data ONTAP API の出力 7-Mode

Transition Tool スケジューラとスケジュールを管理し
ます どのプロジェクトにも属さないものです

'server-console.log 7-Mode Transition Tool サーバとの間で行われたすべ
てのパケット交換のログエントリこのファイルは、
サーバクラッシュに関連する問題のトラブルシュー
ティングに役立ちます。

LUN 移行が失敗した場合のリカバリ

LUN を含むボリュームの移行が失敗した場合は、 lun transition 7-mode show コマンド
を使用して、 ONTAP に移行されなかった LUN を確認してから、対処方法を特定できま
す。

手順

98



1. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. 失敗した LUN を確認します。

'lun transition 7-mode show

3. EMS ログを確認して、必要な対処方法を特定します。

4. EMS メッセージに表示されている必要な手順を実行して、エラーを修正します。

5. サポートされている LUN の移行に失敗した場合は、移行を完了します。

「 * lun transition start * 」のように入力します

6. ボリュームの移行ステータスを確認します。

「 * lun transition show * 」を参照してください

移行ステータスは、次のいずれかの値になります。

◦ アクティブ：ボリュームはアクティブな SnapMirror 移行関係にあり、まだ移行されていません。

◦ complete ：このボリュームのサポートされているすべての LUN が移行されます

◦ failed ：ボリュームの LUN 移行に失敗しました

◦ 'none` ： 7-Mode システムから移行する LUN がボリュームに含まれていませんでした。

cluster1::*> lun transition show

Vserver              Volume             Transition Status

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

vs1                  vol0               none

                     vol1               complete

                     vol2               failed

                     vol3               active

◦ 関連情報 *

SAN ボリュームを移行する際のスペースに関する考慮事項

メンテナンスモードで 7-Mode コントローラをブートできませんでした

「 Failed to boot the 7-Mode controller in maintenance mode. 」というエラーメッセージ
が表示されて、エクスポートおよび停止処理が失敗します。保守モードでコントローラ
を手動で停止してブートし、処理を再実行する必要があります。

回避策

1. 7-Mode ストレージシステムを停止します。
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halt -f -t 0`

2. LOADER プロンプトで、「 * bootarg.init.console_muted*` 」および「 * bootarg.init.console_level boot *

」ブートパラメータに設定されている値を記録します。

printenv bootarg.init.console_muted`

printenv bootarg.init.console_level`

3. 次のブートパラメータを設定して、コンソールメッセージを無効にします。

setenv bootarg.init.console_muted "true"

'*setenv bootarg.init.console_level -1" *

4. 7-Mode Transition Tool で、エクスポートおよび停止処理を再実行します。

5. 7-Mode ストレージシステムで、ブートパラメータを手順 2 で記録した元の値に設定します。

ブートパラメータの状態 入力するコマンド

値が設定されていない（未定義） 'unsetenv bootarg.init.console_muted`

'unsetenv bootarg.init.console_level`

以前は値を使用して設定しました 'unsetenv bootarg.init.console_muted

"original_value"`

'unsetenv bootarg.init.console_level

"original_value"`

7-Mode への移行のロールバックの実行

ロールバックとは、 ONTAP システムへの移行を中止して、 7-Mode システムにリバー
トする処理です。移行のロールバックは手動で行います。ただし、 7-Mode Transition

Tool には、ロールバックで実行する必要のある手動タスクの一覧が表示されます。

SVM のプロビジョニング、エクスポート、ケーブル接続、インポート、テストの各フェーズで移行プロジェ
クトをロールバックできます。移行プロジェクトのコミット後は、ロールバックできません。

移行したボリュームで LUN クローンや LUN クローンなどの新規に書き込まれたデータや変更されたデータ
は、ロールバック後に失われます。ボリュームは元の 7-Mode の状態にリバートされます。

移行のロールバックのタイミングとコールのタイミング テクニカルサポート

テスト環境またはラボ環境のクラスタはテクニカルサポートの支援なしでロールバック
できますが、移行中や移行後に問題が発生した場合や、本番環境のクラスタで実行され
た移行をロールバックする場合は、テクニカルサポートに問い合わせる必要がありま
す。
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本番環境では、テクニカルサポートの支援なしで移行をロールバックしないでください。

次のような場合は、すぐにテクニカルサポートに連絡してください。

• 移行プロセスが失敗して終了できず、次に何をすればいいかわからない。

• 移行プロセスは終了したが、本番環境でクラスタを使用できない。

• 移行プロセスが終了してクラスタが本番環境に移行したが、正しく動作しない。

• 移行プロセスが終了しないデータと構成があるので、移行をロールバックしたい。

• 移行プロセスで問題が発生し、 7-Mode Transition Tool のエラーメッセージ、 Data ONTAP の EMS イベ
ントメッセージ、およびネットアップナレッジベースを使用しても解決できない。

"ネットアップナレッジベース"

• 関連情報 *

移行ログファイルをダウンロードしています

コピーフリーの移行プロジェクトをロールバックしています

移行したアグリゲートをコミットする前であれば、コピーフリーの移行のどのフェーズ
でも、移行をロールバックして 7-Mode にリバートできます。ロールバックは手動で行
います。7-Mode Transition Tool を使用して、ロールバックで実行する必要のある手動の
手順を生成できます。

• ボリュームまたはアグリゲートの移行処理がクラスタで実行されていないことを確認します。

「 job show -jobtype transition 」コマンドを使用できます。

• コミットされた 7-Mode アグリゲートがないことを確認します。

7-Mode アグリゲートが 1 つでもコミットされていると、ロールバックを実行できません。

• ターゲットクラスタノードがテイクオーバーモードでないことを確認します。

手順

1. ロールバック (Rollback Precheck) * をクリックして ' プロジェクトがロールバックの対象であることを確
認します

事前確認で問題が報告された場合は、それらを手動で修正し、事前確認処理を再実行する必要がありま
す。たとえば、テスト時に新しいボリュームまたは LUN を作成した場合は手動で削除する必要がありま
す。

2. [ ロールバックステップの生成（ Generate Rollback Steps ） ] をクリックして、ロールバックを成功させ
るために実行する必要がある手動ステップのリストを生成します。

3. * Save as CSV * （ CSV として保存）をクリックして、手動ステップをファイルに保存します。

ファイルからロールバックコマンドをコピーして実行できます。
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4. どの移行フェーズからロールバックするかに応じて、必要な手動手順を実行します。

◦ * インポートまたはテストフェーズ *

i. クラスタでロールバックコマンドを実行し、 * 確認 * をクリックします。

ii. 7-Mode ディスクシェルフを 7-Mode コントローラに接続し、ケーブル接続を手動で検証して、 *

Confirm * をクリックします。

iii. 7-Mode コントローラでロールバックコマンドを実行し、 * Confirm * をクリックします。

iv. Operations History タブで、 SVM に適用されている構成を表示します。

v. ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

◦ * 配線フェーズ *

i. 7-Mode ディスクシェルフを 7-Mode コントローラに接続し、ケーブル接続を手動で検証して、 *

Confirm * をクリックします。

7-Mode のケーブル接続が、プロジェクト開始時と同じ状態であることを確認する必要がありま
す。

ケーブル接続を検証するには、 Config Advisor を使用する必要があります。

i. 7-Mode コントローラでロールバックコマンドを実行し、 * Confirm * をクリックします。

ii. ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

SVM に適用されている設定は、 Operations History タブで確認できます。

◦ * エクスポートフェーズ *

i. 7-Mode コントローラでロールバックコマンドを実行し、 * Confirm * をクリックします。

ii. ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

SVM に適用されている設定は、 Operations History タブで確認できます。

◦ * SVM のプロビジョニングフェーズ *

ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

SVM に適用されている設定は、 Operations History タブで確認できます。

移行をロールバックするための手動手順

5. すべての手動手順が完了したら、 7-Mode Transition Tool で * Verify 7-Mode * をクリックして、 7-Mode

コントローラでデータを提供する準備ができていることを確認します。

手動による移行のロールバック

移行をロールバックする場合は、クラスタおよび 7-Mode システムでいくつかの手順を
手動で実行する必要があります。手動のロールバック手順の一覧は 7-Mode Transition

Tool で生成されます。
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ロールバックの手順は、ロールバックを決断したフェーズによって異なります。インポート処理が成功したあ
とにロールバックを決断した場合は、このタスクのすべての手順を実行する必要があります。それよりも前の
フェーズでロールバックを決断した場合は、これらの手順の一部を実行する必要があります。

手順

1. クラスタにログインします。

2. 移行したボリュームのいずれかが SnapMirror 関係にある場合は、次のいずれかを実行します。

◦ 移行したボリュームが SnapMirror 関係のデスティネーションである場合は、 SnapMirror 関係を削除

します。 +snapmirror delete -destination-path destination-path -source-path

-source-path

◦ 移行したボリュームが SnapMirror 関係のソースである場合は、 SnapMirror 関係を解除します。「 *

snapmirror release -destination-path destination-path -source-path source-path *

3. クラスタから、移行したボリュームで次の処理が実行されていないことを確認します。

a. ボリューム移動操作 :+* volume move show *

b. LUN の移動操作： +* lun move show *

c. LUN コピー処理 :+* lun copy show *

4. すべての 7-Mode アグリゲートのロールバックを実行します。

a. diagnostic 権限レベルにログインします :+set -privilege diagnostic

b. 「 storage transition revert start 」コマンドを使用して、アグリゲートを 7-Mode の状態にリバートし
ます。

このコマンドには、移行プロジェクト ID やアグリゲートの属性など、追加のパラメータが必要で
す。7-Mode Transition Tool で生成された手順に従って、パラメータとその値を指定した完全なコマン
ドを使用してください。

c. 移行したすべてのアグリゲートのロールバックが成功したことを確認します。 +*storage

transition revert show-status *

ロールバックが正常に完了すると、アグリゲートの [ ステータスコード ] フィールドに「 REVERT_コ
ンプリート 」と表示されます。

5. ディスク所有権をターゲットクラスタノードから 7-Mode コントローラに再割り当てします。

a. ディスク所有権を 7-Mode コントローラに割り当てます。 +* disk assign – disk_disk_id –

s_system_id_-force true *

b. ディスク所有権が 7-Mode コントローラに割り当てられたことを確認します。

'storage disk show -fields owner-id

6. 7-Mode の LIF を SVM から削除します。

「 * network interface delete -vserver svm_name 」 - 「 lif_lif_name*`

7. ターゲットクラスタノードに対するコピーフリーの移行の制限事項を diagnostic 権限レベルで削除しま
す。

'storage transition pre-commit end -session-id_transition_project_id_
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この手順は、ロールバック処理が完了して、 7-Mode コントローラが稼働状態になったあとにも実行でき
ます。

8. 次に示す diagnostic 権限レベルのコマンドを使用して、ターゲットクラスタノードに関する移行プロジェ
クト情報を削除します。

* storage transition purge-info -session-id_transition_project_id _ *

この手順は、ロールバック処理が完了して、 7-Mode コントローラが稼働状態になったあとにも実行でき
ます。

9. エクスポートおよび停止処理の際にディスク所有権の自動割り当てを無効にした場合は、有効にします。

'*storage disk assign -auto true *

10. ツールによってターゲット SVM に移行された構成をすべて手動で削除します。

ツールで移行された構成の情報については、 SVM のプロビジョニング処理とインポート処理の結果で確
認できます。

11. ディスクシェルフをターゲットクラスタノードから切断し、 7-Mode コントローラに再接続します。

ケーブル接続を検証するには、 Config Advisor ツールを使用する必要があります。

12. ターゲットクラスタノードのディスクシェルフ ID との競合を解決するために 7-Mode のディスクシェル
フ ID が変更された場合は、古い ID に手動で変更し、ディスクシェルフの電源を再投入して新しい ID を
有効にします。

13. ソースの 7-Mode コントローラを通常モードでブートします。

14. いずれかのソース 7-Mode コントローラから、テイクオーバー機能を有効にします。

「 * cf enable * 」と入力します

15. エクスポートおよび停止処理の際にアグリゲート Snapshot コピーの自動削除を無効にした場合は、有効
にします。

options snap autodelete aggr_name_on
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