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2 ノード MetroCluster FC から 4 ノード
MetroCluster IP 構成への無停止での移行（ ONTAP
9.8 以降）

2 ノード MetroCluster FC から 4 ノード MetroCluster IP 構成
への無停止での移行（ ONTAP 9.8 以降）

ONTAP 9.8 以降では、既存の 2 ノード MetroCluster FC 構成から新しい 4 ノード
MetroCluster IP 構成にワークロードとデータを移行できます。MetroCluster FC ノード
から IP ノードにディスクシェルフが移動されます。

次の図は、この移行手順の実行前と実行後の構成を簡単に示したものです。

• この手順は、 ONTAP 9.8 以降を実行しているシステムでサポートされています。

• この手順はシステムの停止を伴います。

• この手順は、 2 ノード MetroCluster FC 構成にのみ適用されます。

4 ノード MetroCluster FC 構成の場合は、を参照してください "移行する手順を選択します"。

• ADP は、この手順で作成された 4 ノード MetroCluster IP 構成ではサポートされません。

• すべての要件を満たし、手順のすべての手順に従う必要があります。

• 既存のストレージシェルフは新しい MetroCluster IP ノードに移動されます。

• 必要に応じて、ストレージシェルフを構成に追加できます。
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を参照してください "FC から IP への移行を停止させるために、ドライブシェルフを再利用し、ドライ
ブ要件を満たしておく必要があります"。

この手順での命名例

この手順では、全体的な名前の例を使用して、 DR グループ、ノード、および関連する
スイッチを特定します。

元の構成のノードにはサフィックス -FC が付加され、ファブリック接続またはストレッチの MetroCluster 構
成に含まれていることが示されます。

コンポーネント site_A で cluster_A site_B （ site_B

dr_group_1 - FC • node_A_1 - FC

• shelf_A_1.

• shelf_A_2.

• node_B_1 - FC

• shelf_B_1.

• shelf_B_2.

dr_group_2 - IP • node_A_1 の IP

• Node_a_2-IP

• shelf_A_1.

• shelf_A_2.

• shelf_A_3 - 新規

• shelf_A_4 - 新規

• node_B_1 - IP

• node_B_2 - IP

• shelf_B_1.

• shelf_B_2.

• shelf_B_3 - 新規

• shelf_B_4- 新規

スイッチ • switch_A_1 - FC

• switch_A_1 - FC

• switch_A_1 - IP

• switch_a_2-ip

• switch_B_1 - FC

• switch_B_2 - FC

• switch_B_1 - IP

• switch_B_2 - IP

FC から IP への移行を停止させる準備をしています

FC から IP への移行を停止するための一般的な要件

移行プロセスを開始する前に、構成が要件を満たしていることを確認する必要がありま
す。

既存の MetroCluster FC 構成が次の要件を満たしている必要があります。

• 2 ノード構成であり、すべてのノードで ONTAP 9.8 以降が実行されている必要があります。

2 ノードのファブリック接続または拡張 MetroCluster です。

• MetroCluster のインストールと設定の手順に記載されているすべての要件とケーブル接続を満たしている
必要があります。
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"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

"ストレッチ MetroCluster のインストールと設定"

• NetApp Storage Encryption （ NSE ）では設定できません。

• MDV ボリュームは暗号化できません。

MetroCluster サイトから 6 つのすべてのノードのリモートコンソールアクセスが必要です。または、手順で
必要に応じてサイト間の移動を計画しておく必要があります。

FC から IP への移行を停止させるために、ドライブシェルフを再利用し、ドライブ要件
を満たしておく必要があります

ストレージシェルフに利用可能な十分なスペアドライブとルートアグリゲートスペースがあることを確認する
必要があります。

既存のストレージシェルフを再利用する

この手順を使用する場合、既存のストレージシェルフは新しい構成で使用できるように保持されま
す。node_A_1 - FC と node_B_1 - FC を削除した場合、既存のドライブシェルフは cluster_B の node_A_1 -

IP と node_B_2 - IP に接続され、 node_B_1 - IP と node_B_2 の node_B_2 - IP に接続されます

• 既存のストレージシェルフ（ node_A_1 の FC および node_B_1 に接続されたシェルフ）が新しいプラッ
トフォームモデルでサポートされている必要があります。

既存のシェルフが新しいプラットフォームモデルでサポートされていない場合は、を参照してください "

新しいコントローラで既存シェルフを使用できない場合の停止を伴う移行（ ONTAP 9.8 以降）"。

• プラットフォームについて、ドライブなどの制限を超えないようにする必要があります

https://["NetApp Hardware Universe の略"^]

追加のコントローラのストレージ要件

2 つのコントローラ（ node_B_2 - IP と node_B_2 - IP ）の構成が 2 ノードから 4 ノードに変更されるため、
必要に応じてストレージを追加する必要があります。

• 既存のシェルフで使用可能なスペアドライブに応じて、追加のコントローラに対応するドライブを追加す
る必要があります。

この場合、次の図に示すように、追加のストレージシェルフが必要になることがあります。
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3 台目と 4 台目のコントローラ（ node_B_2 - IP および node_B_2 - IP ）のそれぞれに 14 ~ 18 本のドラ
イブを追加する必要があります。

◦ 3 本のプール 0 ドライブ

◦ プール 1 ドライブ × 3

◦ 2 本のスペアドライブ

◦ システムボリューム用に 6 ～ 10 台のドライブ

• 新しいノードを含む構成が、ドライブ数、ルートアグリゲートのサイズ容量など、構成のプラットフォー
ム制限を超えないようにする必要があります

この情報は、各プラットフォームモデルの NetApp Hardware Universe _ で確認できます。

https://["NetApp Hardware Universe の略"^]

停止を伴う移行のワークフロー

移行を成功させるには、特定のワークフローに従う必要があります。

移行を準備する際は、サイト間の移動を計画します。リモートノードがラックに設置されてケーブル接続され
たら、ノードへのシリアルターミナルアクセスが必要です。ノードが設定されるまでサービスプロセッサへの
アクセスは許可されません。
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MetroCluster FC ノードから MetroCluster IP ノードへのポートのマッピング

MetroCluster FC ノードのポートと LIF の設定を、交換する MetroCluster IP ノードと互換性があるように調
整する必要があります。

このタスクについて

アップグレードプロセスで最初に新しいノードがブートされると、各ノードは交換するノードの最新の設定を
使用します。node_A_1 の IP をブートする際、 ONTAP は、 node_A_1 の FC で使用されていたポート上で
LIF をホストしようとします。

移行手順では、クラスタ LIF 、管理 LIF 、およびデータ LIF の構成が正しくなるように、古いノードと新しい
ノードの両方で手順を実行します。

手順

1. 既存の MetroCluster FC ポートの用途と新しいノードでの MetroCluster IP インターフェイスのポートの用
途が競合していないかを特定します。

次の表を使用して、新しい MetroCluster IP コントローラの MetroCluster IP ポートを特定する必要があり
ます。次に、 MetroCluster FC ノードのそれらのポートにデータ LIF またはクラスタ LIF が存在するかど
うかを確認して記録します。

これらの競合するデータ LIF または MetroCluster FC ノード上のクラスタ LIF は、移行手順の該当するス
テップで移動されます。

次の表に、 MetroCluster IP ポートをプラットフォームモデル別に示します。VLAN ID 列は無視してかま
いません。
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プラットフォームモデル MetroCluster の IP ポー
ト

VLAN ID

AFF A800 e0b 使用されません

e1b

AFF A700 および
FAS9000

e5

e5b

AFF A320 e0g

E0h

AFF A300 および
FAS8200

E1A

e1b

FAS8300 / A400 /

FAS8700

E1A 10.

e1b 20

AFF A250 および
FAS500f

e0c 10.

e0b 20

次の表に記入して、移行手順で後ほど参照できます。

ポート 対応する MetroCluster IP インタ
ーフェイスポート（上の表を参照
）

MetroCluster FC ノードのこれら
のポートで LIF が競合しています

node_A_1 の FC 上の最初の
MetroCluster IP ポート

node_A_1 の FC 上の 2 番目の
MetroCluster IP ポート

node_B_1 の最初の MetroCluster

IP ポート： FC

node_B_1 の 2 つ目の
MetroCluster IP ポート： FC

2. 新しいコントローラで使用できる物理ポートとポートでホストできる LIF を確認します。
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コントローラのポートの用途は、 MetroCluster IP 構成で使用するプラットフォームモデルと IP スイッ
チモデルによって異なります。新しいプラットフォームのポート使用量を NetApp Hardware Universe か
ら収集できます。

https://["NetApp Hardware Universe の略"^]

3. 必要に応じて、 node_A_1 の FC と node_A_1 の IP のポート情報を記録します。

この表は、移行手順を実行するときに参照します。

node_A_1 の列で、新しいコントローラモジュールの物理ポートを追加し、新しいノードの IPspace とブ
ロードキャストドメインを計画します。

node_A_1 - FC node_A_1 の IP

LIF ポート IPspace ブロードキャ
ストドメイン

ポート IPspace ブロードキャ
ストドメイン

クラスタ 1

クラスタ 2

クラスタ 3

クラスタ 4

ノード管理

クラスタ管理

データ 1

データ 2.

データ 3

データ 4.

SAN

クラスタ間ポ
ート

4. 必要に応じて、 node_B_1 FC のすべてのポート情報を記録します。

この表は、アップグレード手順を実行するときに参照します。

node_B_1 の IP の列で、新しいコントローラモジュールの物理ポートを追加し、新しいノードの LIF ポー
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トの使用、 IPspace 、およびブロードキャストドメインを計画します。

node_B_1 - FC node_B_1 - IP

LIF 物理ポート IPspace ブロードキャ
ストドメイン

物理ポート IPspace ブロードキャ
ストドメイン

クラスタ 1

クラスタ 2

クラスタ 3

クラスタ 4

ノード管理

クラスタ管理

データ 1

データ 2.

データ 3

データ 4.

SAN

クラスタ間ポ
ート

MetroCluster IP コントローラの準備

4 つの新しい MetroCluster IP ノードを準備し、正しいバージョンの ONTAP をインストールする必要があり
ます。

このタスクについて

このタスクは新しい各ノードで実行する必要があります。

• node_A_1 の IP

• Node_a_2-IP

• node_B_1 - IP

• node_B_2 - IP
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ノードは新しい * ストレージシェルフに接続する必要があります。既存のストレージシェルフにデータを格
納している状態は * 接続しないでください。

ここ手順で説明する手順は、コントローラとシェルフがラックに設置されたときに実行することも、あとで実
行することもできます。いずれの場合も、構成をクリアし、ノードを既存のストレージシェルフに接続する前
* および MetroCluster FC ノードの構成を変更する前 * に、ノードを準備する必要があります。

MetroCluster FC コントローラに接続された既存のストレージシェルフに MetroCluster IP コン
トローラを接続した状態では、この手順を実行しないでください。

この手順では、ノードの設定をクリアし、新しいドライブのメールボックスのリージョンをクリアします。

手順

1. コントローラモジュールを新しいストレージシェルフに接続します。

2. メンテナンスモードで、コントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。

「 ha-config show 」

すべてのコンポーネントの HA 状態は「 mccip 」である必要があります。

3. 表示されたコントローラまたはシャーシのシステム状態が正しくない場合は、 HA 状態を設定します。

「 ha-config modify controller mccip 」「 ha-config modify chassis mccip 」

4. メンテナンスモードを終了します。

「 halt 」

コマンドの実行後、ノードが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

5. 4 つのすべてのノードで次の手順を繰り返して、設定をクリアします。

a. 環境変数をデフォルト値に設定します。

「デフォルト設定」

b. 環境を保存します。

'aveenv

さようなら

6. ブートメニューの 9a オプションを使用して、次の手順を繰り返して 4 つのノードをすべてブートしま
す。

a. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap menu

b. 起動メニューでオプション [9a`] を選択して、コントローラを再起動します。

7. ブートメニューのオプション「 5 」を使用して、 4 つのノードのそれぞれをメンテナンスモードでブート
します。
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8. システム ID と 4 つの各ノードの ID を記録します。

「 sysconfig 」を使用できます

9. node_A_1 の IP と node_B_1 の IP について、次の手順を繰り返します。

a. 各サイトのローカルなすべてのディスクの所有権を割り当てます。

「 disk assign adapter.xx.*` 」のように指定します

b. node_A_1 の IP と node_B_1 の IP でドライブシェルフが接続されている HBA ごとに、上記の手順を
繰り返します。

10. node_A_1 の IP と node_B_1 の IP で次の手順を繰り返し、各ローカルディスクのメールボックス領域を
クリアします。

a. 各ディスクのメールボックス領域を破棄します。

「 mailbox destroy local 」「 mailbox destroy partner 」を実行します

11. 4 台のコントローラをすべて停止します。

「 halt 」

12. 各コントローラで、ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

13. 4 台のコントローラのそれぞれで、設定をクリアします。

wipeconfig

wipeconfig 処理が完了すると、ノードは自動的にブートメニューに戻ります。

14. ブートメニューの 9a オプションを使用して、次の手順を繰り返して 4 つのノードをすべてブートしま
す。

a. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap menu

b. 起動メニューでオプション [9a`] を選択して、コントローラを再起動します。

c. コントローラモジュールのブートが完了してから次のコントローラモジュールに移動します。

"9a`" が完了すると、ノードは自動的にブートメニューに戻ります。

15. コントローラの電源をオフにします。

MetroCluster FC 構成の健全性の確認

移行を実行する前に、 MetroCluster FC 構成の健全性と接続を確認する必要があります

このタスクは、 MetroCluster FC 構成上で実行します。
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1. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

node run -node node-name sysconfig -a `

b. ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。

「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

c. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。

「 MetroCluster show 」

d. MetroCluster チェックを実行します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

「 storage switch show 」と表示されます

g. Config Advisor を実行します。

https://["ネットアップのダウンロード： Config Advisor"^]

h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

2. ノードが非 HA モードになっていることを確認します。

「 storage failover show 」をクリックします

Tiebreaker またはその他の監視ソフトウェアから既存の設定を削除します

スイッチオーバーを開始できる MetroCluster Tiebreaker 構成や他社製アプリケーション（ ClusterLion など）
で既存の構成を監視している場合は、移行の前に Tiebreaker またはその他のソフトウェアから MetroCluster

構成を削除する必要があります。

手順

1. Tiebreaker ソフトウェアから既存の MetroCluster 設定を削除します。

"MetroCluster 構成を削除しています"

2. スイッチオーバーを開始できるサードパーティ製アプリケーションから既存の MetroCluster 構成を削除し
ます。

アプリケーションのマニュアルを参照してください。
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MetroCluster FC ノードを移行します

既存の MetroCluster FC ノードから情報を収集し、メンテナンスの開始を通知する
AutoSupport メッセージを送信し、ノードを移行する必要があります。

移行前に既存のコントローラモジュールから情報を収集

移行の前に、各ノードの情報を収集する必要があります。

このタスクは既存のノードで実行します。

• node_A_1 - FC

• node_B_1 - FC

a. 次の表に示すコマンドの出力を収集します。

カテゴリ コマンド 注：

使用許諾 system license show コマンドを実
行します

各シェルフおよびフラッシュスト
レージのディスクシェルフとディ
スク数、およびメモリと NVRAM

とネットワークカード

system node run -node node_name

sysconfig

クラスタネットワーク LIF とノー
ド管理 LIF

system node run -node node_name

sysconfig network interface show

-role 「 cluster 、 node-mgmt 、
data 」

SVM 情報 vserver show のコマンドです

プロトコル情報 nfs show iscsi show cifs show のよ
うに表示されます

物理ポート network port show -node

node_name -type 物理ネットワー
クポート show

フェイルオーバーグループ network interface failover-groups

show -vserver vserver_name
clusterwide 以外のフェイルオーバ
ーグループの名前とポートを記録
します。

VLAN の設定 network port vlan show -node

node_name
各ネットワークポートと VLAN ID

のペアを記録します。

インターフェイスグループの設定 ネットワークポート ifgrp show

-node node_name -instance

インターフェイスグループの名前
と割り当てられているポートを記
録します。

ブロードキャストドメイン network port broadcast-domain

show

表示されます network ipspace show のコマンド
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カテゴリ コマンド 注：

ボリューム情報 volume show フィールドと volume

show フィールドの暗号化

アグリゲート情報 storage aggregate show および
storage aggr encryption show と
storage aggregate object-store

show の 2 つのコマンドを実行しま
す

ディスク所有権情報 storage aggregate show および
storage aggr encryption show と
storage aggregate object-store

show の 2 つのコマンドを実行しま
す

暗号化 storage failover mailbox-disk show

および security key-manager

backup show の 2 つのコマンドが
あります

key-manager を有効にするときに
使用したパスフレーズはそのまま
にしておきます。外部キー管理ツ
ールの場合は、クライアントとサ
ーバの認証情報が必要です。

暗号化 security key-manager show のコマ
ンド

暗号化 security key-manager external

show のコマンド

暗号化 システムシェルローカルの kenv

kmip.init.ipaddr ip-address

暗号化 システムシェルローカルの kenv

kmip.init.netmask ネットマスク

暗号化 システムシェルローカルの kenv

kmip.init.gateway ゲートウェイ

暗号化 システムシェルのローカル kenv

kmip.init.interface インターフェイ
ス

カスタム AutoSupport メッセージをメンテナンス前に送信する

メンテナンスを実行する前に、 AutoSupport an 問題 message to notify NetApp technical

support that maintenance is maintenancing （メンテナンスが進行中であることをネット
アップテクニカルサポートに通知する）を実行これにより、システム停止が発生したと
みなしてユーザがケースをオープンすることを防止できます。

このタスクは MetroCluster サイトごとに実行する必要があります。

1. サポートケースが自動で生成されないようにするには、メンテナンスが進行中であることを示す
AutoSupport メッセージを送信します。

a. 問題次のコマンドを実行します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message

MAINT= maintenance-window-in-hours 」
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maintenance-window-in-hours にはメンテナンス時間の長さを指定します。最大値は 72 時間です。
この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間の終了を通知する
AutoSupport メッセージ「 'System node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

」を起動できます

b. パートナークラスタに対してこのコマンドを繰り返します。

MetroCluster FC ノードの移行、シャットダウン、削除

MetroCluster FC ノードに対してコマンドを実行するだけでなく、このタスクには、各サ
イトでのコントローラモジュールの物理的なケーブル接続の解除と削除が含まれます。

このタスクは、古いノードごとに実行する必要があります。

• node_A_1 - FC

• node_B_1 - FC

a. すべてのクライアントトラフィックを停止します。

b. いずれかの MetroCluster FC ノード（例： node_A_1 ）で、移行を有効にします。

i. advanced 権限レベル「 set -priv advanced 」を設定します

ii. イネーブル移行 : MetroCluster transition enable-transition-mode disruptive

iii. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

c. ルートアグリゲートのリモートプレックスを削除して、ルートアグリゲートのミラーを解除します。

i. ルートアグリゲートを特定します。「 storage aggregate show -root true 」

ii. プール 1 のアグリゲート「 storage aggregate plex show -pool 1 」を表示します

iii. ルートアグリゲートのローカルプレックスを削除します。 aggr plex delete aggr-name -plex plex-

name

iv. ルートアグリゲートのリモートプレックスをオフラインにします。「 aggr plex offline root-

aggregate -plex remote-plex-for -root-aggregate

例：

 # aggr plex offline aggr0_node_A_1-FC_01 -plex plex4

d. 各コントローラで次のコマンドを使用して処理を進める前に、メールボックス数、ディスクの自動割
り当て、および移行モードを確認します。

i. advanced 権限レベル「 set -priv advanced 」を設定します

ii. 各コントローラモジュールに表示されるメールボックスドライブが「 storage failover mailbox-disk

show 」の 3 つだけであることを確認します

iii. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

iv. 移行モードが停止を伴うことを確認します。 MetroCluster transition show

e. 破損ディスクがないかどうかを確認します
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f. 破損ディスクを取り外すか交換します。

g. node_A_1 の FC と node_B_1 の FC に対するコマンド「 storage aggregate show 」を使用して、ア
グリゲートが正常であることを確認します

storage aggregate show コマンドは、ルートアグリゲートがミラーされていないことを示します。

h. VLAN またはインターフェイスグループがないか確認します。「 network port ifgrp show network

port vlan show 」

何も表示されない場合は、次の 2 つの手順をスキップします。

i. VLAN または ifgrp を使用して LIF のリストを表示します。「 network interface show -fields home-port

、 Curr -port 」 network port show -type if-group | vlan

j. VLAN とインターフェイスグループを削除します。

この手順は、サフィックスが -mc の SVM を含むすべての SVM のすべての LIF で実行する必要があり
ます。

i. VLAN またはインターフェイスグループを使用している LIF を使用可能なポートに移動します。「
network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name -home-port port

ii. ホームポートにない LIF を表示します。「 network interface show -is-home false 」

iii. すべての LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。「 network interface revert -vserver

vserver_name -lif lif_name

iv. すべての LIF がそれぞれのホームポートにあることを確認します。「 network interface show -is

-home false 」

出力に LIF が表示されません。

v. ブロードキャストドメインから VLAN ポートと ifgrp ポートを削除します。：「 network port

broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace-broadcast-domain broadcast-domain-name-ports

nodename ： portname 、 nodename ： portname 、 .

vi. すべての VLAN ポートと ifgrp ポートがブロードキャストドメインに割り当てられていないことを
確認します。「 network port show -type if-group | vlan

vii. すべての VLAN を削除します。「 network port vlan delete -node nodename -vlan-name vlan-

name 」

viii. インターフェイスグループを削除します。「 network port ifgrp delete -node nodename -ifgrp

ifgrp_name 」

k. MetroCluster の IP インターフェイスポートとの競合を解決するために、必要に応じて LIF をすべて移
動します。

特定された LIF は、の手順 1 に移動する必要があります "MetroCluster FC ノードから MetroCluster IP

ノードへのポートのマッピング"。

i. 目的のポートでホストされている LIF を別のポートに移動します。「 network interface modify -lif

lifname -vserver vserver-name -home-port new -homeport ` network interface revert -lif lifname

-vserver vservername 」

ii. 必要に応じて、デスティネーションポートを適切な IPspace とブロードキャストドメインに移動
します。network port broadcast-domain remove-ports -ipspace current-ipspace current-broadcast-
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domain current-broadcast-domain -ports controller-name ： current-port `network port broadcast-

domain add-ports -ipspace new-ipspace-broadcast-domain new-broadcast-domain new-broadcast-

domain-ports controller-name ： new-port ’

l. MetroCluster FC コントローラ（ node_A_1 -FC および node_B_1 - FC ）を停止します。「 system

node halt

m. LOADER プロンプトで、 FC コントローラモジュールと IP コントローラモジュールのハードウェア
クロックを同期します。

i. 古い MetroCluster FC ノード（ node_A_1 -FC ）で ' 日付を表示します 'how date

ii. 新しい MetroCluster IP コントローラ（ node_A_1 の IP および node_B_1 の IP ）で、元のコント
ローラに表示される日付を設定します。 'et date mm/dd/yy

iii. 新しい MetroCluster IP コントローラ（ node_A_1 の IP および node_B_1 の IP ）で、日付を「日
付」で確認します

n. MetroCluster FC コントローラモジュール（ node_A_1 の FC と node_B_1 の FC ）、 FC-to-SAS ブ
リッジ（存在する場合）、 FC スイッチ（存在する場合）、およびそれらのノードに接続されている
各ストレージシェルフを停止し、電源をオフにします。

o. MetroCluster FC コントローラからシェルフを切断し、各クラスタにローカルストレージとして使用す
るシェルフを文書化します。

FC-to-SAS ブリッジまたは FC バックエンドスイッチを使用する構成の場合は、接続を解除して取り
外します。

p. MetroCluster FC ノード（ node_A_1 の FC と node_B_1 の FC ）のメンテナンスモードで、ディスク
が接続されていないことを確認します。「ディスク show -v 」

q. MetroCluster FC ノードの電源をオフにして取り外します。

この時点で、 MetroCluster FC コントローラが取り外され、シェルフがすべてのコントローラから切断されて
います。

MetroCluster IP コントローラモジュールを接続します

4 つの新しいコントローラモジュールとストレージシェルフを構成に追加する必要があ
ります。新しいコントローラモジュールは一度に 2 つずつ追加されます。
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新しいコントローラをセットアップする

新しい MetroCluster IP コントローラを、以前に MetroCluster FC コントローラに接続したストレージシェル
フにラックに設置してケーブル接続する必要があります。

このタスクについて

この手順は、各 MetroCluster IP ノードで実行する必要があります。

• node_A_1 の IP

• Node_a_2-IP

• node_B_1 - IP

• node_B_2 - IP

次の例では、新しいコントローラモジュールに対応するストレージを提供するために、各サイトにストレージ
シェルフが 2 台追加されています。

手順

1. 必要に応じて、新しいコントローラモジュールとストレージシェルフの配置を計画します。

ラックスペースは、コントローラモジュールのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のス
トレージシェルフ数によって異なります。

2. 自身の適切な接地対策を行います

3. 新しい機器をラックに設置します。コントローラ、ストレージシェルフ、 IP スイッチが設置されている
必要があります。

この時点では、ストレージシェルフまたは IP スイッチをケーブル接続しないでください。
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4. 電源ケーブルと管理コンソールをコントローラに接続します。

5. すべてのストレージシェルフの電源がオフになっていることを確認する。

6. 4 つのノードすべてで次の手順を実行して、ドライブが接続されていないことを確認します。

a. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

b. ドライブが接続されていないことを確認します。

「ディスクショー V 」

出力にドライブが表示されないことを確認します。

a. ノードを停止します。

「 halt 」

7. ブートメニューの 9a オプションを使用して、 4 つのノードすべてをブートします。

a. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap menu

b. 起動メニューでオプション [9a`] を選択して、コントローラを再起動します。

c. コントローラモジュールのブートが完了してから次のコントローラモジュールに移動します。

"9a`" が完了すると、ノードは自動的にブートメニューに戻ります。

8. ストレージシェルフをケーブル接続します。

ケーブル接続の情報については、使用しているモデルに対応したコントローラの設置とセットアップの手
順を参照してください。

https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"^]

9. の説明に従って、コントローラを IP スイッチにケーブル接続します "IP スイッチのケーブル接続"。

10. 新しい RCF ファイルを適用するための IP スイッチを準備します。

スイッチベンダーの手順に従います。

◦ "Broadcom IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット"

◦ "Cisco IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする"

11. RCF ファイルをダウンロードしてインストールします。

スイッチベンダーの手順に従います。

◦ "Broadcom の RCF ファイルのダウンロードとインストール"

◦ "Cisco IP RCF ファイルのダウンロードとインストール"
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12. 最初の新しいコントローラ（ node_A_1 の IP ）の電源をオンにし、 Ctrl+C キーを押してブートプロセス
を中断し、 LOADER プロンプトを表示します。

13. コントローラをメンテナンスモードでブートします。

「 boot_ontap maint 」を使用します

14. コントローラのシステム ID を表示します。

「 sysconfig -v 」を使用します

15. 既存の構成のシェルフが新しい MetroCluster IP ノードから認識されていることを確認します。

storage show shelf 'disk show -v' のように表示されます

16. ノードを停止します。

「 halt 」

17. パートナーサイト（ site_B ）のもう一方のノードで、上記の手順を繰り返します。

node_A_1 の IP と node_B_1 の IP を接続し、ブートします

MetroCluster IP コントローラと IP スイッチを接続したら、 node_A_1 の IP と node_B_1 の IP を移行してブ
ートします。

node_A_1 の IP を起動しています

正しい移行オプションを使用してノードをブートする必要があります。

手順

1. node_A_1 の IP をブートメニューでブートします。

「 boot_ontap menu

2. 問題ブートメニュープロンプトで次のコマンドを実行して移行を開始します。

「 boot_after_MCC_transition 」を参照してください

◦ このコマンドは、 node_A_1 の FC が所有するすべてのディスクを node_A_1 の IP に再割り当てしま
す。

▪ node_A_1 - FC ディスクが node_A_1 の IP に割り当てられます

▪ node_B_1 - FC ディスクが node_B_1 の IP に割り当てられます

◦ また、 MetroCluster IP ノードが ONTAP プロンプトからブートできるように、このコマンドを使用す
ると、必要な他のシステム ID の再割り当ても自動的に行われます。

◦ boot_after_MCC_transition コマンドが何らかの理由で失敗した場合は、ブートメニューから再実行す
る必要があります。
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▪ 次のプロンプトが表示されたら、 Ctrl+C キーを押して続行します。MCC DR の状
態を確認しています … [Ctrl + C （履歴書）、 S （ステータス）、 L （リンク） ] _

を入力します

▪ ルートボリュームが暗号化されている場合、ノードは次のメッセージで停止しま
す。ルートボリュームが暗号化されており（ NetApp Volume Encryption ）、キー
のインポートに失敗したため、システムを停止します。このクラスタに外部（
KMIP ）キー管理ツールが設定されている場合は、キーサーバの健常性を確認しま
す。

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.

(2) Boot without /etc/rc.

(3) Change password.

(4) Clean configuration and initialize all disks.

(5) Maintenance mode boot.

(6) Update flash from backup config.

(7) Install new software first.

(8) Reboot node.

(9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)?

`boot_after_mcc_transition`

This will replace all flash-based configuration with the last backup

to disks. Are you sure you want to continue?: yes

MetroCluster Transition: Name of the MetroCluster FC node: `node_A_1-

FC`

MetroCluster Transition: Please confirm if this is the correct value

[yes|no]:? y

MetroCluster Transition: Disaster Recovery partner sysid of

MetroCluster FC node node_A_1-FC: `systemID-of-node_B_1-FC`

MetroCluster Transition: Please confirm if this is the correct value

[yes|no]:? y

MetroCluster Transition: Disaster Recovery partner sysid of local

MetroCluster IP node: `systemID-of-node_B_1-IP`

MetroCluster Transition: Please confirm if this is the correct value

[yes|no]:? y

3. データボリュームが暗号化されている場合は、キー管理設定に対応したコマンドを使用してキーをリスト
アします。

使用するポート 使用するコマンド

• オンボードキー管理 * 「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

詳細については、を参照してください https://["オンボードキー管理の
暗号化キーのリストア"^]。
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• 外部キー管理 * 'security key-manager key query -node node-name

詳細については、を参照してください https://["外部キー管理の暗号化
キーのリストア"^]。

4. ルートボリュームが暗号化されている場合は、の手順を使用します "ルートボリュームが暗号化されてい
る場合のキー管理のリカバリ"。

ルートボリュームが暗号化されている場合のキー管理のリカバリ

ルートボリュームが暗号化されている場合は、特別なブートコマンドを使用してキー管理をリストアする必要
があります。

作業を開始する前に

パスフレーズを事前に収集しておく必要があります。

手順

1. オンボードキー管理を使用している場合は、次の手順を実行して構成をリストアします。

a. LOADER プロンプトで、ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

b. ブート・メニューからオプション（ 10 ） Set onboard key management recovery secrets （オンボー
ド・キー管理リカバリシークレットの設定）を選択します

プロンプトに従って応答します。

This option must be used only in disaster recovery procedures. Are

you sure? (y or n): y

Enter the passphrase for onboard key management: passphrase

Enter the passphrase again to confirm: passphrase

Enter the backup data: backup-key

システムがブートしてブートメニューが表示されます。

c. ブート・メニューでオプション「 6` 」を入力します。

プロンプトに従って応答します。
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This will replace all flash-based configuration with the last backup

to

disks. Are you sure you want to continue?: y

Following this, the system will reboot a few times and the following

prompt will be available continue by saying y

WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a

boot device or NVRAM cards!

Override system ID? {y|n} y

リブートが完了すると、システムに LOADER プロンプトが表示されます。

d. LOADER プロンプトで、ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

e. もう一度 ' ブート・メニューからオプション（ 10 ） Set onboard key management recovery secrets

（オンボード・キー管理リカバリシークレットの設定）を選択します

プロンプトに従って応答します。

This option must be used only in disaster recovery procedures. Are

you sure? (y or n): `y`

Enter the passphrase for onboard key management: `passphrase`

Enter the passphrase again to confirm:`passphrase`

Enter the backup data:`backup-key`

システムがブートしてブートメニューが表示されます。

f. ブート・メニューでオプション「 1 」を入力します。

次のプロンプトが表示された場合は、 Ctrl+C キーを押してプロセスを再開できます。

 Checking MCC DR state... [enter Ctrl-C(resume), S(status), L(link)]

システムが ONTAP プロンプトでブートします。

g. オンボードキー管理をリストアします。

「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

前の手順で収集したパスフレーズを使用して、必要に応じてプロンプトに応答します。
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cluster_A::> security key-manager onboard sync

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver

"cluster_A":: passphrase

2. 外部キー管理を使用している場合は、次の手順を実行して設定をリストアします。

a. 必要な bootargs を設定します。

setsetenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address

setsetenv bootarg.kmip.init.netmask netmask

setsetenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

setsetenv bootarg.kmip.init.interface interface-id`

b. LOADER プロンプトで、ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

c. ブート・メニューからオプション（ 11 ） Configure node for external key management （外部キー管
理用のノードの設定）を選択します

システムがブートしてブートメニューが表示されます。

d. ブート・メニューでオプション「 6` 」を入力します。

システムが何度もブートします。起動プロセスを続行するかどうかを確認するメッセージが表示され
たら、肯定応答を返すことができます。

リブートが完了すると、システムに LOADER プロンプトが表示されます。

e. 必要な bootargs を設定します。

setsetenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address

setsetenv bootarg.kmip.init.netmask netmask

setsetenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

setsetenv bootarg.kmip.init.interface interface-id`

a. LOADER プロンプトで、ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

b. ブート・メニューからオプション（ 11 ） Configure node for external key management を再度選択し
' 必要に応じてプロンプトに応答します

システムがブートしてブートメニューが表示されます。

c. 外部キー管理をリストアします。

23



「セキュリティキーマネージャの外部リストア」

ネットワーク設定を作成しています

FC ノードの設定に一致するネットワーク設定を作成する必要があります。これは、 MetroCluster の IP ノー
ドがブート時に同じ設定を再生するためです。つまり、 node_A_1 の IP ブートと node_B_1 の IP ブート時
に、 ONTAP は node_A_1 の FC と node_B_1 の FC で使用されていたポートで LIF をホストしようとしま
す。

このタスクについて

ネットワーク設定を作成するときは、で作成したプランを使用してください "MetroCluster FC ノードから
MetroCluster IP ノードへのポートのマッピング" を参照してください。

MetroCluster IP ノードの設定が完了したら、データ LIF を稼働するために追加の設定が必要に
なる場合があります。

手順

1. すべてのクラスタポートが適切なブロードキャストドメインに属していることを確認します。

クラスタ LIF を作成するには、クラスタ IPspace とクラスタブロードキャストドメインが必要です

a. IP スペースを表示します。

network ipspace show

b. IP スペースを作成し、必要に応じてクラスタポートを割り当てます。

http://["IPspace の設定（クラスタ管理者のみ）"^]

c. ブロードキャストドメインを表示します。

「 network port broadcast-domain show 」

d. 必要に応じて、ブロードキャストドメインにクラスタポートを追加します。

https://["ブロードキャストドメインのポートの追加と削除"^]

e. 必要に応じて、 VLAN とインターフェイスグループを再作成します。

VLAN およびインターフェイスグループのメンバーシップは、古いノードと異なる場合があります。

https://["VLAN を作成する"^]

https://["物理ポートを組み合わせたインターフェイスグループの作成"^]

2. ポートおよびブロードキャストドメインに対して MTU 設定が正しく設定されていることを確認し、次の
コマンドを使用して変更を加えます。

「 network port broadcast-domain show 」

「 network port broadcast-domain modify -broadcast-domain bcastdomainname _ -mtu_mtu_value`
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クラスタポートとクラスタ LIF をセットアップする

クラスタポートと LIF をセットアップする必要があります。ルートアグリゲートでブートされたサイト A の
ノードで、次の手順を実行する必要があります。

手順

1. 目的のクラスタポートを使用して LIF のリストを特定します。

network interface show -curr-node portname

network interface show -home-node portname

2. 各クラスタポートについて、そのポートのいずれかの LIF のホームポートを別のポートに変更します。

a. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。

'set priv advanced'

b. 変更する LIF がデータ LIF である場合は、次の手順を実行します。

「 vserver config override command 」 network interface modify -lif lif_name _ -vserver vservername

-home-node new-datahomeport 」という形式で指定します

c. LIF がデータ LIF でない場合は、次の手順を実行します。

'network interface modify -lif lif_lifname_-vservername_-home-node home_port_datahome_port_`

d. 変更した LIF をホームポートにリバートします。

「 network interface revert * -vserver_vserver_name _ 」のように指定します

e. クラスタポートに LIF がないことを確認します。

network interface show -curr-node Curr -port_portname _

'network interface show -home-node port_portname _`

a. 現在のブロードキャストドメインからポートを削除します。

「 network port broadcast-domain remove-ports 」 -ipspacename --broadcast

-domain_bcastdomainname — ports_node_name : port_name_`

b. クラスタの IPspace とブロードキャストドメインにポートを追加します。

「 network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster

-ports_node_name ： port_name_`

c. ポートのロールが変更されたことを確認します。「 network port show 」

d. クラスタポートごとに上記の手順を繰り返します。

e. admin モードに戻ります。

'set priv admin' のように設定します

25



3. 新しいクラスタポートにクラスタ LIF を作成します。

a. クラスタ LIF のリンクローカルアドレスを使用して自動設定を行うには、次のコマンドを使用しま
す。

「 network interface create -vserver Cluster -lif cluster_lifname 」 -service-policy_default_cluster_

-home-node a1name _ -home-port cluster port -auto true 」のように指定します

b. クラスタ LIF に静的 IP アドレスを割り当てるには、次のコマンドを使用します。

「 network interface create -vserver Cluster -lif cluster_lifname _ service-policy default -cluster-home

-node-a1name-home-node clusterport-address ip-address_netmask-status-admin up

LIF の構成を確認しています

古いコントローラからのストレージの移動後も、ノード管理 LIF 、クラスタ管理 LIF 、およびクラスタ間 LIF

が残ったままです。必要に応じて、 LIF を適切なポートに移動する必要があります。

手順

1. 管理 LIF とクラスタ管理 LIF がすでに目的のポートにあるかどうかを確認します。

「 network interface show -service -policy default -management 」を参照してください

「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます

LIF が目的のポートに接続されている場合は、このタスクの残りの手順を省略して次の手順に進むことが
できます。

2. 目的のポートにないノード、クラスタ管理、またはクラスタ間 LIF のそれぞれについて、そのポートのい
ずれかの LIF のホームポートを別のポートに変更します。

a. 目的のポートでホストされている LIF を別のポートに移動することにより、目的のポートを転用しま
す。

「 vserver config override command 」 network interface modify -lif lif_name _ -vserver vservername

-home-node new-datahomeport 」という形式で指定します

b. 変更した LIF を新しいホームポートにリバートします。

vserver config override -command 「 network interface revert -lif lifname _ -vservername 」のように入
力します

c. 適切な IPspace とブロードキャストドメインにないポートがある場合は、現在の IPspace とブロード
キャストドメインからそのポートを削除します。

「 network port broadcast-domain remove-ports - ipspace_current - broadcast-domain_current -

broadcast-domain_Ports_controller-name ： current-port_`

d. 目的のポートを適切な IPspace とブロードキャストドメインに移動します。

「 network port broadcast-domain add -ports -ipspace_new-ipspace 」 -broadcast-domain _new-

broadcast-domain _ports_port_name ： new-port _`
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e. ポートのロールが変更されたことを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

f. ポートごとに上記の手順を繰り返します。

3. ノード、クラスタ管理 LIF 、およびクラスタ間 LIF を目的のポートに移動します。

a. LIF のホームポートを変更します。

「 network interface modify -vserver _ -lif node-mgmt-home-node _homenode _ 」を入力します

b. LIF を新しいホームポートにリバートします。

'network interface revert -lif LIF_name -vserver_mgmt_' ： vserver_vservername_`

c. クラスタ管理 LIF のホームポートを変更します。

「 network interface modify -vserver _ -lif クラスター -mgmt -lif-lif-name _ -home-port_port_-home

-node _homenode _ 」と入力します

d. クラスタ管理 LIF を新しいホームポートにリバートします。

「 network interface revert -lif cluster_mgmt -lif-name _ -vservername_` 」のようになります

e. クラスタ間 LIF のホームポートを変更します。

「 network interface modify -vserver _ -lif _ intercluster -lif-name _ -home-nodename_home

-port_nodename _ home_port_port`

f. クラスタ間 LIF を新しいホームポートにリバートします。

「 network interface revert -lif lif_intercluster-lif-name _ -vservername_` 」のように入力します

node_B_2 と node_B_2 の IP を起動しています

各サイトで新しい MetroCluster IP ノードを起動して設定し、各サイトに HA ペアを作成する必要がありま
す。

node_B_2 と node_B_2 の IP を起動しています

新しいコントローラモジュールは、ブートメニューの適切なオプションを使用して、一度に 1 つずつブート
する必要があります。

このタスクについて

この手順では、 2 つの新しいノードをブートして、 2 ノード構成を 4 ノード構成に拡張します。

これらの手順は、次のノードで実行します。

• Node_a_2-IP

• node_B_2 - IP
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手順

1. ブート・オプション「 9C 」を使用して、新しいノードをブートします。

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.

(2) Boot without /etc/rc.

(3) Change password.

(4) Clean configuration and initialize all disks.

(5) Maintenance mode boot.

(6) Update flash from backup config.

(7) Install new software first.

(8) Reboot node.

(9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? 9c

ノードの初期化とブートは、次のようなノードセットアップウィザードで実行されます。

Welcome to node setup

You can enter the following commands at any time:

"help" or "?" - if you want to have a question clarified,

"back" - if you want to change previously answered questions, and

"exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.

Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value. .

.

.
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オプション "9C`" が正常に実行されない場合は ' データ損失の可能性を避けるため ' 次の手順に従います

◦ オプション 9a は実行しないでください。

◦ 元の MetroCluster FC 構成（ shelf_A_1 、 shelf_A_2 、 shelf_B_1 、 shelf_B_2 ）のデータが格納さ
れている既存のシェルフを物理的に取り外します。

◦ 技術情報アーティクルを参照して、テクニカルサポートに連絡してください https://["MetroCluster FC

から IP への移行 - オプション 9C が失敗しました"^]。

https://["ネットアップサポート"^]

2. ウィザードの指示に従って、 AutoSupport ツールを有効にします。

3. プロンプトに従ってノード管理インターフェイスを設定します。

Enter the node management interface port: [e0M]:

Enter the node management interface IP address: 10.228.160.229

Enter the node management interface netmask: 225.225.252.0

Enter the node management interface default gateway: 10.228.160.1

4. ストレージフェイルオーバーモードが HA に設定されていることを確認します。

「 storage failover show -fields mode 」を選択します

モードが HA でない場合は、設定します。

「 storage failover modify -mode ha -node localhost` 」です

変更を有効にするには、ノードをリブートする必要があります。

5. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

「 network port show 」のように表示されます

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、 cluster01 内のネットワークポートを示しています。
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cluster01::> network port show

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

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

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

cluster01-01

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000

cluster01-02

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000

6. ノードのセットアップウィザードを終了します。

「 exit

7. admin ユーザ名を使用して admin アカウントにログインします。

8. クラスタセットアップウィザードを使用して既存のクラスタに参加する。

:> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:

"help" or "?" - if you want to have a question clarified,

"back" - if you want to change previously answered questions, and "exit"

or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.

Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?

{create, join}:

join

9. クラスタセットアップウィザードが完了したら、次のコマンドを入力して、クラスタがアクティブで、ノ
ードが正常であることを確認します。
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「 cluster show 」を参照してください

10. ディスクの自動割り当てを無効にする：

storage disk option modify -autoassign off -node node_name IP

11. 暗号化を使用する場合は、キー管理設定に対応したコマンドを使用してキーをリストアします。

使用するポート 使用するコマンド

• オンボードキー管理 * 「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

詳細については、を参照してください https://["オンボードキー管理の
暗号化キーのリストア"]。

• 外部キー管理 * 'security key-manager key query -node-node-name-'

詳細については、を参照してください https://["外部キー管理の暗号化
キーのリストア"^]。

12. 2 つ目の新しいコントローラモジュール（ node_B_2 - IP ）について、上記の手順を繰り返します。

MTU 設定を確認しています

ポートとブロードキャストドメインに対して MTU 設定が正しく設定されていることを確認し、変更を加えま
す。

手順

1. クラスタブロードキャストドメインで使用されている MTU サイズを確認します。

「 network port broadcast-domain show 」

2. 必要に応じて MTU サイズを更新します。

「 network port broadcast-domain modify -broadcast-domain bcast-domain-name-name-mtu_mtu-size_` 」

クラスタ間 LIF を設定しています

クラスタピアリングに必要なクラスタ間 LIF を設定

このタスクは、新しい両方のノード、 node_B_2 - IP と node_B_2 - IP の両方で実行する必要があります。

ステップ

1. クラスタ間 LIF を設定を参照してください "クラスタ間 LIF を設定しています"

クラスタピアリングを検証しています

cluster_A と cluster_B にピア関係が確立されており、各クラスタのノードが相互に通信できることを確認し
ます。

手順
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1. クラスタピア関係を確認します。

cluster peer health show

cluster01::> cluster peer health show

Node       cluster-Name                Node-Name

             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…

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

--------

node_A_1-IP

           cluster_B                   node_B_1-IP

             Data: interface_reachable

             ICMP: interface_reachable true       true            true

                                       node_B_2-IP

             Data: interface_reachable

             ICMP: interface_reachable true       true            true

node_A_2-IP

           cluster_B                   node_B_1-IP

             Data: interface_reachable

             ICMP: interface_reachable true       true            true

                                       node_B_2-IP

             Data: interface_reachable

             ICMP: interface_reachable true       true            true

2. ping を実行して、ピアアドレスに到達できることを確認します。

cluster peer ping -originating -node local-node-destination-cluster_remote-cluster-name`

新しいノードの設定と移行の完了

新しいノードを追加したら、移行手順を完了して、 MetroCluster IP ノードを設定する必
要があります。

MetroCluster IP ノードを設定し、移行を無効にします

MetroCluster IP 接続を実装し、 MetroCluster 構成を更新し、移行モードを無効にする必要があります。

1. コントローラ node_A_1 の IP から次のコマンドを実行して、新しいノードを DR グループに形成しま
す。

MetroCluster の構成設定 dr-group create -partner-cluster peer-cluster peer-name -local-node local-

controller-name -remote-node remote-controller-name

「 MetroCluster configurion-settings dr-group show 」を参照してください

2. MetroCluster IP インターフェイスを作成します（ node_A_1 の IP 、 node_B_2 の IP 、 node_B_1 の IP

、 node_B_2 の IP 、 node_B_2 の IP ） - コントローラごとに 2 つのインターフェイスを作成します。合
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計 8 つのインターフェイスが必要です。

「 MetroCluster configurion-settings interface create -cluster-name cluster -name -home-node controller-

name -home-port port ip-address -netmask netmask-vlan-id vlan-id 」「 metrocluster configurion-settings

interface show

ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフ
ェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してくだ
さい "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。

vlan-id パラメータを指定する必要があるのは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合だけです。デフ
ォルト以外の VLAN ID は、一部のシステムでのみサポートされます。

◦ 一部のプラットフォームでは、 MetroCluster IP インターフェイスに VLAN が使用され
ています。デフォルトでは、 2 つのポートでそれぞれ 10 と 20 の異なる VLAN が使用
されます。また、 MetroCluster 設定設定インターフェイス create コマンドの「 -vlan-id

」パラメータを使用して、 100 （ 101 ～ 4095 ）より大きい（デフォルト以外の）
VLAN を指定することもできます。

◦ ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インター
フェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照し
てください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。

使用するVLANが10/20以上の場合は、次のプラットフォームモデルを既存のMetroCluster 構成に追加でき
ます。他のMetroCluster インターフェイスは設定できないため、これらのプラットフォームを既存の設定
に追加することはできません。他のプラットフォームを使用している場合は、ONTAP では必要ないた
め、VLANの設定は関係ありません。

AFF プラットフォーム FAS プラットフォーム

• AFF A220

• AFF A250

• AFF A400

• FAS2750

• FAS500f

• FAS8300

• FAS8700 の場合

3. コントローラ node_A_1 の IP から MetroCluster 接続処理を実行して MetroCluster サイトを接続 - この処
理には数分かかることがあります。

MetroCluster 構成設定接続接続

4. リモートクラスタのディスクが、 iSCSI 接続を介して各コントローラから認識されていることを確認しま
す。

「ディスクショー」

構成内の他のノードに属するリモートディスクが表示されます。

5. node_A_1 の IP と node_B_1 の IP のルートアグリゲートをミラーします。

「 aggregate mirror -aggregate root-aggr 」のように指定します
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6. node_B_2 の IP と node_B_2 の IP のディスクを割り当て

ブートメニューで boot_after_MCC_transtion コマンドを実行した場合に、 node_A_1 と node_B_1 に対
してすでに作成されているプール 1 のディスク割り当て

a. 問題： node_A_1 の IP に対して次のコマンドを実行します。

disk assign disk1disk2disk3… diskn-sysid node_B_2-ip-control-sysid-pool 1-force

b. 問題 node_B_2 IP で次のコマンドを実行します。

disk assign disk1disk2disk3… diskn -sysid node-a _2 -ip-controller-sysid -pool 1 -force

7. リモートディスクの所有権が更新されたことを確認します。

「ディスクショー」

8. 必要に応じて、次のコマンドを使用して所有権情報を更新します。

a. advanced 権限モードに切り替えて、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。

'set priv advanced'

b. ディスク所有権を更新します。

「 disk refresh-ownership controller-name 」と入力します

c. admin モードに戻ります。

'set priv admin' のように設定します

9. node_B_2 の IP と node_B_2 の IP のルートアグリゲートをミラーリングします。

「 aggregate mirror -aggregate root-aggr 」のように指定します

10. ルートアグリゲートとデータアグリゲートの再同期が完了したことを確認します。

aggr show aggr plex show

再同期には時間がかかることがありますが、完了してから次の手順に進んでください。

11. MetroCluster 構成を更新して新しいノードを組み込みます。

a. advanced 権限モードに切り替えて、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。

'set priv advanced'

b. 構成を更新します。

設定内容 問題コマンド

各クラスタにアグリゲートが 1 つあります。 「 MetroCluster configure -refresh true -allow-with

-one-aggregate true 」
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各クラスタに複数のアグリゲートがあります MetroCluster configure -refresh true

c. admin モードに戻ります。

'set priv admin' のように設定します

12. MetroCluster 移行モードを無効にします。

a. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。

'set priv advanced'

b. 移行モードを無効にします。

MetroCluster transition disable`

c. admin モードに戻ります。

'set priv admin' のように設定します

新しいノードにデータ LIF をセットアップ

新しいノード、 node_B_2 の IP および node_B_2 の IP にデータ LIF を設定する必要があります。

新しいコントローラで使用可能な新しいポートがブロードキャストドメインに割り当てられていない場合は、
そのドメインに追加する必要があります。必要に応じて、新しいポートに VLAN またはインターフェイスグ
ループを作成します。を参照してください "Network Management の略"

1. 現在のポートの使用状況とブロードキャストドメインを特定します。

network port show ` network port broadcast-domain show 」

2. 必要に応じて、ブロードキャストドメインと VLAN にポートを追加します。

a. IP スペースを表示します。

network ipspace show

b. IP スペースを作成し、必要に応じてデータポートを割り当てます。

http://["IPspace の設定（クラスタ管理者のみ）"^]

c. ブロードキャストドメインを表示します。

「 network port broadcast-domain show 」

d. 必要に応じて、ブロードキャストドメインにデータポートを追加します。

https://["ブロードキャストドメインのポートの追加と削除"^]

e. 必要に応じて、 VLAN とインターフェイスグループを再作成します。
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VLAN およびインターフェイスグループのメンバーシップは、古いノードと異なる場合があります。

https://["VLAN を作成する"^]

https://["物理ポートを組み合わせたインターフェイスグループの作成"^]

3. 必要に応じて、 MetroCluster IP ノード（ -mc を備えた SVM を含む）の適切なノードとポートで LIF が
ホストされていることを確認します。

で収集した情報を参照してください "ネットワーク設定を作成しています"。

a. LIF のホームポートを確認します。

「 network interface show - field home-port 」のように表示されます

b. 必要に応じて、 LIF の設定を変更します。

「 vserver config override command 」 network interface modify -vserver vserver_name -home-port

active_port_after_upgrade -lif lif_name -home-node new_node_name 」という形式で指定します

c. LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。

「 network interface revert * -vserver_vserver_name _ 」のように指定します

SVM を起動する

LIF の設定が変更されたため、新しいノードで SVM を再起動する必要があります。

手順

1. SVM の状態を確認します。

MetroCluster vserver show

2. サフィックスが「 -mc 」のない cluster_A 上の SVM を再起動します。

「 vserver start -vserver svm_name -force true 」を指定します

3. パートナークラスタで上記の手順を繰り返します。

4. すべての SVM が健全な状態であることを確認します。

MetroCluster vserver show

5. すべてのデータ LIF がオンラインであることを確認します。

「 network interface show 」を参照してください

新しいノードへのシステムボリュームの移動

耐障害性を高めるには、システムボリュームを controller_A_1 から IP コントローラ node_A_1 に、さらに
node_B_1 から node_B_2 の IP に移動する必要があります。システムボリュームのデスティネーションノー
ドにミラーされたアグリゲートを作成する必要があります。
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このタスクについて

システムボリュームの名前の形式は「 MDV \_crs_*\_a' 」または「 MDV_CRS_*\_b` 」です。 このセクショ
ンで使用されている site_A および site_B の参照とは関係がありません。たとえば、 MDV_CRS_*_A は
site_A と関連付けられていません

手順

1. 必要に応じて、コントローラ node_A_1 の IP および node_B_2 の IP に少なくとも 3 本のプール 0 と 3

本のプール 1 ディスクを割り当てます。

2. ディスクの自動割り当てを有効にします。

3. site_A から次の手順を実行して、 _B システムボリュームを node_A_1 の IP から node_B_2 の IP に移動
します

a. システムボリュームを格納するために、コントローラ node_A_1 にミラーアグリゲートを作成しま
す。

aggr create -aggregate new_node_a_2 -ip_aggr -diskcount 10 -mirror true -node nodename

_node_a_2 -ip`

「 aggr show 」と入力します

ミラーされたアグリゲートには、 5 つのプール 0 と 5 つのプール 1 スペアディスクが必要です。これ
らのディスクはコントローラ node_A_1 のコントローラ node_A_1 の IP で所有されます。

ディスクが不足している場合は ' アドバンス・オプションの -force-small-aggregate true を使用すると
' ディスクの使用を 3 プール 0 および 3 プール 1 のディスクに制限できます

b. 管理 SVM に関連付けられているシステムボリュームの一覧を表示します。

「 vserver show 」

volume show -vserver_admin -vserver-name に指定します

site_A が所有するアグリゲートに含まれているボリュームを特定しますsite_B のシステムボリュームも表
示されます。

4. site_A 用の MDV_CRS_*_B システムボリュームを、コントローラ node_A_1 で作成されたミラーアグリ
ゲートに移動します

a. 可能なデスティネーションアグリゲートがないかどうかを確認します

'volume move target-aggr show -vserver_admin-vserver-name_-volume system_vol_dV_MDV_B'

node_A_1 に作成されたアグリゲートが表示されます。

b. node_A_1 に作成した新しいアグリゲートにボリュームを移動します。

「高度」

'volume move start -vserver_admin-vserver_-volume system_vol_MDV_B -destination -aggregate

new_node_a_2 -ip_aggr-cutover-window 40`

c. 移動処理のステータスを確認します。
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'volume move show -vserver_admin-vserver-name_-volume system_vol MDV_B'

d. 移動処理が完了したら、 MDV_CRS_*_B システムが node_A_1 の新しいアグリゲートに含まれてい
ることを確認します。

「管理者」

volume show -vserver_admin -vserver_`

5. site_B （ node_B_1 - IP と node_B_2 - IP ）で上記の手順を繰り返します。

システムを通常動作に戻します

最後の設定手順を実行し、 MetroCluster の設定を通常動作に戻す必要があります。

移行後の MetroCluster 処理の検証とドライブの割り当て

MetroCluster が正しく動作していることを確認し、新しいノードの 2 つ目のペア（
node_B_2 - IP と node_B_2 - IP ）にドライブを割り当てる必要があります。

1. MetroCluster の構成タイプが ip-fabric ： MetroCluster show であることを確認します

2. MetroCluster チェックを実行します。

a. 問題次のコマンドを実行します MetroCluster check run

b. MetroCluster チェックの結果を表示します。「 MetroCluster check show 」

3. MetroCluster IP ノードを持つ DR グループが構成されていることを確認します MetroCluster node show

4. 必要に応じて、各サイトでコントローラの node_B_2 IP および node_B_2 の IP 用に追加のデータアグリ
ゲートを作成してミラーリング

新しいコントローラモジュール用のライセンスをインストールしています

標準（ノードロック）ライセンスが必要な ONTAP サービスがある場合は、新しいコン
トローラモジュールにライセンスを追加する必要があります。標準ライセンスを使用す
る機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。

ライセンスの詳細については、ネットアップサポートサイトの技術情報アーティクル 3013749 ：「 Data

ONTAP 8.2 Licensing Overview and References 」と「 System Administration Reference」 を参照してくださ
い。

1. 必要に応じて、ネットアップサポートサイトの「ソフトウェアライセンス」の下の「 My Support 」セク
ションで新しいノードのライセンスキーを取得します。

ライセンスの置換の詳細については、Knowledge Baseの記事を参照してください "マザーボードの交換後
プロセスを実行して、AFF / FASシステムのライセンスを更新"

2. 問題各ライセンスキーをインストールするには、次のコマンドを実行します。 'system license add

license-code license_key'

license_key は 28 桁の数字です。
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必要な標準（ノードロック）ライセンスごとにこの手順を繰り返します。

ノードの設定を完了します

手順を完了する前に実行できるその他の設定手順があります。これらの手順の一部はオ
プションです。

1. サービスプロセッサを設定します。「 system service-processor network modify 」

2. 新しいノードで AutoSupport を設定します。「 system node AutoSupport modify 」

3. 必要に応じて、コントローラの名前を移行時に変更できます。コントローラの名前を変更するには、「
system node rename -node <old-name> -newname <new-name> 」コマンドを使用します

名前変更処理が完了するまでに数分かかることがあります。system show -fields node コマンドを使用し
て他の手順を続行する前に、名前の変更が各ノードに伝播されていることを確認します。

4. 必要に応じて監視サービスを設定します。

"メディエーターに関する考慮事項"

リンク： ./install-ip/concept_mediator_requirements.html

"Tiebreaker ソフトウェアのインストールと設定"

メンテナンス後にカスタム AutoSupport メッセージを送信する

移行が完了したら、メンテナンスの終了を通知する AutoSupport メッセージを送信して
ケースの自動作成を再開します。

1. サポートケースの自動生成を再開するには、メンテナンスが完了したことを示す AutoSupport メッセージ
を送信します。

a. 問題次のコマンドを実行します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message

MAINT=end 」

b. パートナークラスタに対してこのコマンドを繰り返します。
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