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MetroCluster 構成をアップグレード、更新、また
は拡張します

まずはこちらから-手順 を選択してください

はじめに：コントローラのアップグレード、システムの更新、拡張のいずれかを選択し
てください

機器のアップグレードの範囲に応じて、コントローラのアップグレード手順 、システム
の更新手順 、または拡張手順 を選択します。

• コントローラのアップグレード手順は、コントローラモジュールにのみ適用されます。コントローラが新
しいコントローラモデルに置き換えられます。

ストレージシェルフモデルはアップグレードされません。

◦ スイッチオーバーとスイッチバックの手順では、パートナークラスタのコントローラモジュールをア
ップグレードしている間、 MetroCluster スイッチオーバー処理を使用してクライアントに無停止のサ
ービスが提供されます。

◦ ARL ベースコントローラのアップグレード手順では、アグリゲートの再配置処理を使用して、古い構
成からアップグレード後の新しい構成へ、データを無停止で移動します。

• 更新手順は、コントローラとストレージシェルフに適用されます。

更新手順では、新しいコントローラとシェルフを MetroCluster 構成に追加して 2 つ目の DR グループを
作成すると、データが新しいノードに無停止で移行されます。

その後、元のコントローラが撤去されます。

• 拡張手順によって、MetroCluster 構成にコントローラとシェルフが追加されるだけで、取り外しは不要に
なります。

使用する手順 は、MetroCluster のタイプと既存のコントローラの数によって異なります。

アップグレードの種類 手順

コントローラのアップグレー
ド

"コントローラのアップグレード手順 を選択します"

システムの更新 "システム更新手順 を選択します"

拡張 • "2ノードMetroCluster から4ノード"

• "4ノードMetroCluster FCから8ノード"

• "4ノードMetroCluster のIPアドレスを8に設定します"
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コントローラのアップグレード手順 を選択します

使用するコントローラアップグレード手順 は、プラットフォームモデルとMetroCluster

構成のタイプによって異なります。

アップグレード手順 では、コントローラが新しいコントローラモデルに置き換えられます。ストレージシェ
ルフモデルはアップグレードされません。

• スイッチオーバーとスイッチバックの手順では、パートナークラスタのコントローラモジュールをアップ
グレードしている間、 MetroCluster スイッチオーバー処理を使用してクライアントに無停止のサービスが
提供されます。

• ARL ベースコントローラのアップグレード手順では、アグリゲートの再配置処理を使用して、古い構成か
らアップグレード後の新しい構成へ、データを無停止で移動します。

スイッチオーバーとスイッチバックのプロセスを使用する手順 を選択します

FCまたはIPの表から現在のプラットフォームを選択してください。現在のプラットフォーム行とターゲット
プラットフォーム列の交差部分が空白の場合、アップグレードはサポートされません。

サポートされるMetroCluster IPコントローラのアップグレード

お使いのプラットフォームがリストに表示されない場合は、サポートされているコントローラのアップグレー
ドの組み合わせはありません。

• 注1：このアップグレードでは、手順 を使用します "スイッチオーバーとスイッチバックを使用し
て、MetroCluster IP構成のAFF A700 / FAS9000からAFF A900 / FAS9500にコントローラをアップグレー
ドする（ONTAP 9.10.1以降）"

• 注2：コントローラのアップグレードは、ONTAP 9.13.1以降を実行しているシステムでサポートされま
す。

サポートされるMetroCluster FCコントローラのアップグレード
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• 注1：既存のFAS8020またはAFF8020ノードでFCVI接続にポート1cと1dを使用する場合は、次のコントロ
ーラをアップグレードしますhttps://["ナレッジベースの記事"^]。

• 注2：オンボードポート0eおよび0fをFC-VI接続として使用してAFF A300またはFAS8200プラットフォー
ムからコントローラをアップグレードする場合、ONTAP 9.9..1を実行しているシステムのみサポートされ
ます。またはそれ以前のバージョン。詳細については、を参照してください "パブリックレポート"。

• 注3：このアップグレードについては、を参照してください "スイッチオーバーとスイッチバックを使用し
て、MetroCluster FC構成のAFF A700 / FAS9000からAFF A900/ FAS9500にコントローラをアップグレー
ド（ONTAP 9.10.1以降）"

• 注4：コントローラのアップグレードは、ONTAP 9.13.1以降を実行しているシステムでサポートされま
す。

MetroCluster タイプ アップグレード
方法

ONTAP バージョ
ン

手順

IP 「system

controller

replace」コマン
ドを使用してア
ップグレードし
ます

9.13.1以降 "手順 へのリンク"

FC 「system

controller

replace」コマン
ドを使用してア
ップグレードし
ます

9.10.1 以降 "手順 へのリンク"

FC CLIコマンドによ
る手動アップグ
レード（AFF

A700 / FAS9000

からAFF A900 /

FAS9500へのア
ップグレードの
み）

9.10.1 以降 "手順 へのリンク"
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IP CLIコマンドによ
る手動アップグ
レード（AFF

A700 / FAS9000

からAFF A900 /

FAS9500へのア
ップグレードの
み）

9.10.1 以降 "手順 へのリンク"

FC CLIコマンドを使
用した手動アッ
プグレード

9.8 以降 "手順 へのリンク"

IP CLIコマンドを使
用した手動アッ
プグレード

9.8 以降 "手順 へのリンク"

アグリゲートの再配置を使用した手順の選択

ARL ベースコントローラのアップグレード手順では、アグリゲートの再配置処理を使用して、古い構成から
アップグレード後の新しい構成へ、データを無停止で移動します。

MetroCluster タイプ アグリゲートの再配置 ONTAP バージョン 手順

FC を使用します system

controller replace

コマンドとコントローラ
モジュールとNVMの交換
（AFF A700からAFF

A900へのアップグレード
のみ）

9.10.1 以降 https://["手順 へのリン
ク"^]

FC 「 system controller

replace 」コマンドを使用
します

9.8 以降 https://["手順 へのリン
ク"^]

FC 「 system controller

replace 」コマンドを使用
します

9.5 ～ 9.7 https://["手順 へのリン
ク"^]

FC 手動 ARL コマンドを使用 9.8 https://["手順 へのリン
ク"^]

FC 手動 ARL コマンドを使用 9.7 以前 https://["手順 へのリン
ク"^]
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システムの更新方法を選択する

使用するシステム更新手順 は、プラットフォームモデルおよびMetroCluster 構成のタイ
プによって異なります。更新手順は、コントローラとストレージシェルフに適用されま
す。更新手順では、新しいコントローラとシェルフを MetroCluster 構成に追加して 2 つ
目の DR グループを作成すると、データが新しいノードに無停止で移行されます。その
後、元のコントローラが撤去されます。

サポートされるMetroCluster FC機器更改の組み合わせ

• 新しい負荷を追加する前に、機器更改（Tech Refresh）の手順 を完了する必要があります。

• 組み合わせて使用するプラットフォームの「下位」のオブジェクト制限を超えないように
してください。2つのプラットフォームのオブジェクトの下限を適用します。

• ターゲットプラットフォームの制限がMetroCluster の制限よりも低い場合は、新しいノー
ドを追加する前に、ターゲットプラットフォームの制限以下になるようにMetroCluster を
再設定する必要があります。

• を参照してください "Hardware Universe" プラットフォームの制限：

サポートされているMetroCluster IP Tech Refreshの組み合わせ

• 新しい負荷を追加する前に、機器更改（Tech Refresh）の手順 を完了する必要があります。
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• 組み合わせて使用するプラットフォームの「下位」のオブジェクト制限を超えないように
してください。2つのプラットフォームのオブジェクトの下限を適用します。

• ターゲットプラットフォームの制限がMetroCluster の制限よりも低い場合は、新しいノー
ドを追加する前に、ターゲットプラットフォームの制限以下になるようにMetroCluster を
再設定する必要があります。

• を参照してください "Hardware Universe" プラットフォームの制限：

リフレッシュ方法 構成タイプ ONTAP
バージョン

手順

• 方法： MetroCluster 設定を展
開して古いノードを削除します

4ノードFC 9.6 以降 "手順 へのリンク"

• 方法： MetroCluster 設定を展
開して古いノードを削除します

4ノードIP 9.8 以降 "手順 へのリンク"

拡張手順 を選択します

使用する拡張手順 は、MetroCluster 構成のタイプとONTAP のバージョンによって異な
ります。

拡張手順 では、新しいコントローラとストレージをMetroCluster 構成に追加します。各サイトには偶数台の
コントローラを配置し、元のMetroCluster 構成のノード数に応じて手順 を使用する必要があります。

拡張方法 構成タイプ ONTAP
バージョン

手順

方法：2ノードのMetroCluster FC

を4に拡張します
2ノードFC ONTAP 9以降

（ONTAP 9.2以
降ではプラット
フォームがサポ
ートされている
必要があります
）

"手順 へのリンク"

方法：4ノードMetroCluster FCを8

に拡張
4ノードFC ONTAP 9以降 "手順 へのリンク"

方法：4ノードMetroCluster IPを8

に拡張する
4ノードIP ONTAP 9.9.1以

降
"手順 へのリンク"
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「system controller replace」コマンドを使用したスイッチオ
ーバーとスイッチバックを使用した4ノードMetroCluster IP構
成のコントローラのアップグレード（ONTAP 9.13.1以降）

このガイド付きの自動MetroCluster スイッチオーバー処理を使用すると、4ノー
ドMetroCluster IP構成でコントローラの無停止アップグレードを実行できます。この手
順の一部として他のコンポーネント（ストレージシェルフやスイッチなど）をアップグ
レードすることはできません。

サポートされるプラットフォームの組み合わせ

この手順 では、AFF A300からAFF A900へのコントローラのアップグレードのみがサポートされます。

プラットフォームのアップグレードの組み合わせの詳細については、のMetroCluster IPアップグレードの表を
参照してください "コントローラのアップグレード手順 を選択します"。

を参照してください https://["アップグレードまたは更新方法を選択します"] を参照してください。

このタスクについて

• この手順は、コントローラのアップグレードにのみ使用できます。

ストレージシェルフやスイッチなど、構成内の他のコンポーネントは同時にアップグレードできません。

• ONTAP 9.13.1以降を実行している4ノードMetroCluster IP構成のこの 手順 環境 コントローラモジュー
ル。

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

• MetroCluster システムで両方のサイトで同じバージョンのONTAP が実行されている必要があります。

• この手順 を使用して、NSOベースの自動スイッチオーバーとスイッチバックを使用して4ノー
ドMetroCluster IP構成のコントローラをアップグレードできます。

4ノードMetroCluster IP構成では、「systems controller replace」コマンドを使用したアグ
リゲートの再配置（ARL）を使用したアップグレードはサポートされていません。

• NSOコントローラの自動アップグレード手順 を使用して、両方のサイトのコントローラを順番にアップ
グレードする必要があります。

• この NSO ベースのコントローラの自動アップグレード手順を使用すると、 MetroCluster ディザスタリカ
バリ（ DR ）サイトでコントローラの交換を開始できます。コントローラの交換は一度に 1 つのサイトで
しか開始できません。

• サイト A でコントローラの交換を開始するには、サイト B からコントローラの交換開始コマンドを実行
する必要があります交換処理ガイドは、サイト A の両方のノードのコントローラのみを交換する場合に使
用します。サイト B のコントローラを交換するには、サイト A からコントローラ交換の開始コマンドを
実行する必要がありますコントローラを交換するサイトを示すメッセージが表示されます。

この手順では、次の名前が使用されています。
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• site_A

◦ アップグレード前：

▪ node_A_1 - 古い

▪ Node_a_2-old

◦ アップグレード後：

▪ node_A_1 - 新規

▪ Node_a_2 - 新規

• site_B

◦ アップグレード前：

▪ node_B_1 - 古い

▪ node_B_2 - 古い

◦ アップグレード後：

▪ node_B_1 - 新規

▪ node_B_2 - 新規

アップグレードを準備

コントローラのアップグレードを準備するには、システムの事前確認を実行し、構成情報を収集する必要があ
ります。

ONTAP メディエーターがインストールされている場合は、事前確認の開始前に自動的に検出されて削除され
ます。削除を確認するには、ユーザ名とパスワードの入力を求められます。アップグレードが完了したとき、
または事前確認が失敗した場合、またはアップグレードの続行を中止した場合は、を実行する必要があります
ONTAP メディエーターを手動で再設定します。

アップグレードのどの段階でも、サイト A から「 system controller replace show 」または「 system

controller replace show -details 」コマンドを実行してステータスを確認できます。コマンドから何も出力され
ない場合は、数分待ってからコマンドを再実行してください。

手順

1. サイト A からコントローラの自動交換用手順を開始して、サイト B のコントローラを交換します。

system controller replace start -nso true

自動処理によって事前確認が実行されます。問題が見つからなかった場合は処理が一時停止するため、構
成に関連する情報を手動で収集できます。
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◦ を実行しない場合 system controller replace start -nso true コマンドを実
行すると、コントローラのアップグレード手順 では、MetroCluster IPシステムのデフ
ォルト手順 としてNSOベースの自動スイッチオーバーとスイッチバックが選択されま
す。

◦ 現在のソースシステムと互換性のあるすべてのターゲットシステムが表示されます。ソ
ースコントローラを、異なるバージョンの ONTAP または互換性のないプラットフォー
ムのコントローラと交換した場合、自動処理が停止し、新しいノードがブートされたあ
とにエラーが報告されます。クラスタを正常な状態に戻すには、手動のリカバリ手順に
従う必要があります。

「 system controller replace start 」コマンドで、次の事前確認エラーが報告されること
があります。

Cluster-A::*>system controller replace show

Node        Status         Error-Action

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

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

Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed.

Reason : MCC check showed errors in component aggregates

アグリゲートのミラーされていないか、別のアグリゲート問題が原因で、このエラーが
発生していないかどうかを確認してくださいすべてのミラーアグリゲートが正常で、デ
グレードまたはミラーデグレードでないことを確認します。このエラーの原因がミラー
されていないアグリゲートのみである場合は、「 system controller replace start 」コマ
ンドで「 -skip-metrocluster-check true 」オプションを選択することで、このエラーを
無視できます。リモートストレージにアクセスできる場合、ミラーされていないアグリ
ゲートはスイッチオーバー後にオンラインになります。リモートストレージリンクに障
害が発生すると、ミラーされていないアグリゲートがオンラインになりません。

2. サイト B にログインし、「 system controller replace show 」または「 system controller replace show

-details 」コマンドのコンソールメッセージに表示されるコマンドに従って、設定情報を手動で収集しま
す。

アップグレード前に情報を収集

アップグレードの実行前にルートボリュームが暗号化されている場合は、暗号化された古いルートボリューム
を含む新しいコントローラをブートするために、バックアップキーとその他の情報を収集する必要がありま
す。

このタスクについて

このタスクは、既存のMetroCluster IP設定で実行します。

手順

1. 既存のコントローラのケーブルにラベルを付けておくと、新しいコントローラをセットアップするときに
識別しやすくなります。

2. バックアップキーやその他の情報を取得するコマンドを表示します。

「 system controller replace show 」と表示されます
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パートナークラスタから 'how コマンドの下に一覧表示されているコマンドを実行します

。 show コマンド出力には、MetroCluster インターフェイスIP、システムID、およびシステムUUIDを含
む3つのテーブルが表示されます。この情報は、手順 の後半の工程で新しいノードのブート時にbootargを
設定する際に必要になります。

3. MetroCluster 構成内のノードのシステム ID を収集します。

MetroCluster node show -fields node-systemid 、 dr-partner-systemid'

交換用手順では、これらのシステム ID を新しいコントローラモジュールのシステム ID に置き換えます。

この4ノードMetroCluster IP構成の例では、次の古いシステムIDが取得されます。

◦ node_A_1 - 古い： 4068741258

◦ node_A_2 - 古い： 4068741260

◦ node_B_1 - 古い： 4068741254

◦ node_B_2 - 古い： 4068741256

metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-

partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id        cluster           node            node-systemid

ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid

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

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

1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258

4068741260              4068741256             4068741256

1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260

4068741258              4068741254             4068741254

1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254

4068741256              4068741258             4068741260

1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256

4068741254              4068741260             4068741258

4 entries were displayed.

この2ノードMetroCluster IP構成の例では、次の古いシステムIDが取得されます。

◦ node_A_1 ： 4068741258

◦ node_B_1 ： 4068741254
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metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid

dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid

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

1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254

1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -

2 entries were displayed.

4. 各ノードのポートと LIF の情報を収集

ノードごとに次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ 'network interface show -role cluster, node-mgmt

◦ 'network port show -node node_name -type physical ’

◦ 'network port vlan show -node -node-name _`

◦ 「 network port ifgrp show -node node_name 」 - instance 」を指定します

◦ 「 network port broadcast-domain show 」

◦ 「 network port reachability show-detail` 」と表示されます

◦ network ipspace show

◦ volume show

◦ 「 storage aggregate show

◦ 「 system node run -node _node-name_sysconfig -a 」のように入力します

5. MetroCluster ノードが SAN 構成になっている場合は、関連情報を収集します。

次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ 「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

◦ 「 fcp interface show -instance 」の略

◦ 「 iscsi interface show 」と表示されます

◦ ucadmin show

6. ルートボリュームが暗号化されている場合は、 key-manager に使用するパスフレーズを収集して保存し
ます。

「 securitykey-manager backup show 」を参照してください

7. MetroCluster ノードがボリュームまたはアグリゲートに暗号化を使用している場合は、キーとパスフレー
ズに関する情報をコピーします。

追加情報の場合は、を参照してください https://["オンボードキー管理情報の手動でのバックアップ"^]。

a. オンボードキーマネージャが設定されている場合：

「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください
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パスフレーズは、あとでアップグレード手順で必要になります。

b. Enterprise Key Management （ KMIP ）が設定されている場合は、次のコマンドを問題で実行しま
す。

「 securitykey-manager external show -instance 」

「セキュリティキーマネージャのキークエリ」

8. 設定情報の収集が完了したら、処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

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 構成またはその他のサードパーティアプリケーショ
ン（たとえば、 ClusterLion ）で既存の構成を監視している場合は、古いコントローラを交換する前に、
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. http://["既存の MetroCluster 設定を削除します"^] Tiebreaker ソフトウェアから。

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。

古いコントローラの交換と新しいコントローラのブート

情報を収集して処理を再開すると、スイッチオーバー処理が自動化されます。

このタスクについて

自動化処理によってスイッチオーバー処理が開始されます。これらの処理が完了すると、処理は* paused for

user intervention *で一時停止します。これにより、を使用して、コントローラをラックに設置し、パートナー
コントローラをブートし、ルートアグリゲートディスクをフラッシュバックアップから新しいコントローラモ

ジュールに再割り当てできます sysids さっき集まった。

作業を開始する前に

スイッチオーバーを開始する前に自動化処理が一時停止するため、サイト B のすべての LIF が「稼働」して
いることを手動で確認できます必要に応じて 'down' の LIF を up にし 'system controller replace resume' コマ
ンドを使用して自動化処理を再開します

古いコントローラのネットワーク構成を準備しています

新しいコントローラでネットワークが正常に再開されるようにするには、 LIF を共通ポートに移動して、古い
コントローラのネットワーク設定を削除する必要があります。

このタスクについて

• 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。

• で収集した情報を使用します [アップグレードを準備]。
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手順

1. 古いノードをブートし、ノードにログインします。

「 boot_ontap 」

2. 古いコントローラのすべてのデータ LIF のホームポートを、新旧両方のコントローラモジュールで同じ共
通ポートに割り当てます。

a. LIF を表示します。

「 network interface show 」を参照してください

SAN と NAS を含むすべてのデータ LIF は ' スイッチオーバーサイト（ cluster_A ）で稼働しているた
め ' 管理上の "" および運用上の "" ダウン "" になります

b. の出力を確認して、クラスタポートとして使用されていない新旧両方のコントローラで同じ共通の物
理ネットワークポートを特定します。

たとえば、「 e0d 」は古いコントローラ上の物理ポートであり、新しいコントローラ上にも存在しま
す。「 e0d 」は、クラスタポートとしても、新しいコントローラ上でも使用されません。

プラットフォームモデルのポートの用途については、を参照してください https://["NetApp Hardware

Universe の略"^]

c. すべてのデータ LIF で共通ポートをホームポートとして使用するように変更します。

「 network interface modify -vserver svm -name _ -lif data -lif lif _ -home-port_port -id 」と入力します

次の例では、これは「 e0d 」です。

例：

network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

3. ブロードキャストドメインを変更して、削除する必要がある VLAN と物理ポートを削除します。

「 broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain_domain-name-name_ports_node-name ： port-id_`

」

すべての VLAN ポートと物理ポートについて、この手順を繰り返します。

4. クラスタポートをメンバーポートとして使用し、インターフェイスグループをメンバーポートとして使用
している VLAN ポートをすべて削除します。

a. VLAN ポートを削除します。

「 network port vlan delete -node-node-name-vlan-name_portid -vlandid_ 」のように指定します

例：
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network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. インターフェイスグループから物理ポートを削除します。

「 network port ifgrp remove-port -node-node_name -ifgrp_interface-group-name _ port_portid 」の形
式で指定します

例：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d

a. ブロードキャストドメインから VLAN ポートとインターフェイスグループポートを削除します。

'network port broadcast-domain remove-ports -ipspace_ipspace -broadcast-domain_domain

-name_ports_nodename ： portname 、 nodename ： portname _ 、

b. 必要に応じて、他の物理ポートをメンバーとして使用するようにインターフェイスグループポートを
変更します。

ifgrp add-port -node node_name -ifgrp interface -group-name_port_port-id`

5. ノードを停止します。

halt -inhibit-takeover true -node node_name `

この手順は両方のノードで実行する必要があります。

新しいコントローラをセットアップする

新しいコントローラをラックに設置してケーブルを接続する必要があります。

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. コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。

https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"^]

4. 新しいコントローラモジュールに固有の FC-VI カードがない場合、および古いコントローラの FC-VI カー
ドに新しいコントローラの互換性がある場合は、 FC-VI カードを交換し、正しいスロットに取り付けま
す。

を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" を参照してください。
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5. コントローラの電源、シリアルコンソール、および管理接続を、 MetroCluster インストールおよび設定ガ
イド _ の説明に従ってケーブル接続します。

この時点で古いコントローラから切断されていた他のケーブルは接続しないでください。

https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"^]

6. 新しいノードに電源を投入し、 LOADER プロンプトを表示するよう求められたら Ctrl+C キーを押しま
す。

新しいコントローラのネットブート

新しいノードを設置したら、ネットブートを実行して、新しいノードが元のノードと同じバージョンの
ONTAP を実行するようにする必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された
ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセス
できる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを配置する必要があります。

このタスクは、新しい各コントローラモジュールで実行します。

手順

1. にアクセスします https://["ネットアップサポートサイト"^] システムのネットブートの実行に使用するファ
イルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

2. ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから該当する ONTAP ソフトウェア
をダウンロードし、 Web にアクセスできるディレクトリに image.tgz ファイルを保存します。

3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。

ディレクトリの一覧に、カーネルファイル ONTAP-version image.tgz のネットブートフォルダが含まれて
いる必要があります

image.tgz ファイルを展開する必要はありません。

4. LOADER プロンプトで、管理 LIF のネットブート接続を設定します。

◦ IP アドレスが DHCP の場合は、自動接続を設定します。

ifconfig e0M -auto

◦ IP アドレスが静的な場合は、手動接続を設定します。

ifconfig e0M -addr= ip_addr-mask= netmask `-gw= gateway `

5. ネットブートを実行します。

◦ プラットフォームが 80xx シリーズシステムの場合は、次のコマンドを使用します。

netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`

◦ プラットフォームが他のシステムの場合は、次のコマンドを使用します。

netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

6. ブートメニューからオプション * （ 7 ） Install new software first * を選択し、新しいソフトウェアイメー
ジをダウンロードしてブートデバイスにインストールします。
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 Disregard the following message: "This procedure is not supported for

Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive

upgrades of software, not to upgrades of controllers.

. 手順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、「 y

」と入力し、パッケージの入力を求められたらイメージファイルの URL 「 ¥

http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-

version_image.tgz` 」を入力します

Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.

7. 次のようなプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップしてください

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}

8. 次のようなプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します

The node must be rebooted to start using the newly installed software.

Do you want to reboot now? {y|n}

コントローラモジュールでの設定の消去

MetroCluster 構成で新しいコントローラモジュールを使用する前に、既存の構成をクリ
アする必要があります。

手順

1. 必要に応じて、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

「 halt 」

2. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト値に設定します。

「デフォルト設定」

3. 環境を保存します。

'aveenv

4. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap menu

5. ブートメニューのプロンプトで、設定を消去します。

wipeconfig
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確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

ノードがリブートし、もう一度ブートメニューが表示されます。

6. ブートメニューでオプション * 5 * を選択し、システムをメンテナンスモードでブートします。

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

HBA 構成をリストアしています

コントローラモジュールに HBA カードが搭載されているかどうかや設定によっては、サイトで使用するため
に正しく設定する必要があります。

手順

1. メンテナンスモードで、システム内の HBA の設定を行います。

a. ucadmin show と入力し、各ポートの現在の設定を確認します

b. 必要に応じてポートの設定を更新します。

HBA のタイプと目的のモード 使用するコマンド

CNA FC ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter-name _ `

CNA イーサネット ucadmin modify -mode cna_adapter-name_`

FC ターゲット fcadmin config -t target_adapter-name_`

FC イニシエータ fcadmin config -t initiator_adapter-name_`

2. 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。

3. ノードをブートしてメンテナンスモードに戻り、設定の変更が反映されるようにします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

4. 変更内容を確認します。

HBA のタイプ 使用するコマンド

CNA ucadmin show

FC fcadmin show`
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新しいコントローラとシャーシで HA 状態を設定

コントローラとシャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要がありま
す。

手順

1. 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。

2. 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 」を参照してください

「 ha-config modify chassis mccip 」を参照してください

3. ノードを停止します

ノードは 'loader>` プロンプトで停止する必要があります

4. 各ノードで、システムの日付、時刻、およびタイムゾーンを確認します。「 show date 」

5. 必要に応じて 'UTC または GMT:'set date <mm/dd/yyyy>' で日付を設定します

6. ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して ' 時刻を確認します

7. 必要に応じて、時刻を UTC または GMT:' 設定時刻 <:hh:mm:ss>` で設定します

8. 設定を保存します： saveenv

9. 環境変数 :printenv' を収集します

新しいプラットフォームに対応できるようにスイッチの RCF ファイルを更新します

スイッチは、新しいプラットフォームモデルをサポートする構成に更新する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、現在アップグレード中のコントローラを含むサイトで実行します。この手順の例では、まず
site_B をアップグレードします。

site_A のコントローラをアップグレードすると、 site_A のスイッチがアップグレードされます。

手順

1. 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。

MetroCluster IP のインストールと設定セクションに記載されているスイッチベンダーの手順に従ってくだ
さい。

"MetroCluster IP のインストールと設定"

◦ "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"

18

https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-broadcom-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/task_switch_config_broadcom.html#resetting-the-cisco-ip-switch-to-factory-defaults


2. RCF ファイルをダウンロードしてインストールします。

使用しているスイッチベンダーに対応する手順については、を参照してください "MetroCluster IP のイン
ストールと設定"。

◦ "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"

MetroCluster の bootarg IP 変数を設定します

新しいコントローラモジュールには特定の MetroCluster IP bootarg 値を設定する必要があります。これらの
値は、古いコントローラモジュールに設定されている値と一致する必要があります。

このタスクについて

このタスクでは、のアップグレード手順で前述した UUID とシステム ID を使用します "アップグレード前に
情報を収集"。

手順

1. 「 LOADER> 」プロンプトで、 site_B の新しいノードで次のブート引数を設定します。

'etenvarge.MCC.port_a_ip_config_local-ip-address/local-ip-mask'0 、 ha-partner-ip-address 、 dr-partner-

ip-address 、 dr-aux-partnerip-address 、 vlan-id_`

「 etenvarge.MCC.port_b_ip_config_local-ip-address/local-ip-mask, 0,ha-partner-ip-address 、 dr-partner-

ip-address 、 dr-aux-partnerip-address 、 vlan-id_` 」を指定します

次の例は、1つ目のネットワークにVLAN 120、2つ目のネットワークにVLAN 130を使用して、node_B_1

の値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130

次の例は、1つ目のネットワークにVLAN 120、2つ目のネットワークにVLAN 130を使用してnode_B_2の
値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130

2. 新しいノードの LOADER プロンプトで ' UUID を設定します

「 etenv bootarg.mgwd.partner_uuid_partner -cluster-UUID_` 」と入力します

「 etenv bootarg.mgwd.cluster_ue_local-cluster-UUID_` 」と入力します
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「 etenv bootarge.MCC.pri_partner_uuid_dr-partner -node-UUID_` 」と入力します

'etenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid dr-au-partner -UUID`

「 etenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid local-node-UUID` 」と入力します

a. node_B_1のUUIDを設定します。

次の例は、node_B_1のUUIDを設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-

00a098ca379f

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-

00a098908039

b. node_B_2のUUIDを設定します。

次の例は、node_B_2のUUIDを設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

3. 元のシステムが ADP 用に設定されていた場合は、交換用ノードの LOADER プロンプトで ADP を有効に
します。

'etenv bootarg.me.adp_enabled true

4. 次の変数を設定します。

「 etenv bootarg.me.local_config_id_original-sys-sys-id_` 」を返します

「 etenv bootarge.MCC.DR_PARTNER_DR-partner -sys-id_` 」を選択します

。 setenv bootarg.mcc.local_config_id 変数には、*元の*コントローラモジュー
ルnode_B_1のシステムIDを設定する必要があります。

a. node_B_1の変数を設定します。
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次の例は、node_B_1の値を設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324

b. node_B_2の変数を設定します。

次の例は、node_B_2の値を設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323

5. 外部キー管理ツールで暗号化を使用する場合は、必要な bootargs を設定します。

「 etenv bootarg.kmip.init.ipaddr` 」を参照してください

「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask` 」を参照してください

「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway` 」を参照してください

「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.interface` 」を参照してください

ルートアグリゲートディスクの再割り当て中です

前の手順で確認した「 sysconfig 」を使用して、ルートアグリゲートディスクを新しいコントローラモジュー
ルに再割り当てします

このタスクについて

このタスクはメンテナンスモードで実行します。

古いシステム ID は、で識別されています "アップグレード前に情報を収集"。

この手順の例では、次のシステム ID を持つコントローラを使用します。

ノード 古いシステム ID 新しいシステム ID

node_B_1 4068741254 1574774970

手順

1. 他のすべての接続を新しいコントローラモジュール（ FC-VI 、ストレージ、クラスタインターコネクトな
ど）にケーブル接続します。

2. システムを停止し、 LOADER プロンプトからメンテナンスモードでブートします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

3. node_B_1 古いが所有するディスクを表示します。
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「ディスクショー - A` 」

コマンド出力に、新しいコントローラモジュール（ 1574774970 ）のシステム ID が表示されます。ただ
し、ルートアグリゲートディスクは古いシステム ID （ 4068741254 ）で所有されます。この例で表示さ
れているのは、 MetroCluster 構成の他のノードが所有するドライブではありません。

*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

  DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME

DR HOME

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

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

...

rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

...

4. ドライブシェルフのルートアグリゲートディスクを新しいコントローラに再割り当てします。

「ディスクの再割り当て -s old-sysid-d_new-sysid_`

MetroCluster IPシステムにアドバンストディスクパーティショニングが設定されている場

合は、を実行してDRパートナーシステムIDを含める必要があります disk reassign -s

old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysid コマンドを実行します

次の例は、ドライブの再割り当てを示しています。
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*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49

[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS

bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this

controller.

y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 4068741254.

Do you want to continue (y/n)? y

5. すべてのディスクが想定どおりに再割り当てされていることを確認します。

「ディスクショー」

*> disk show

Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

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

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

rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

*>
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6. アグリゲートのステータスを表示します。

「 aggr status 」を入力します

*> aggr status

           Aggr            State       Status           Options

aggr0_node_b_1-root        online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,

                           mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                           fast zeroed

                           64-bit

7. パートナーノードで上記の手順を繰り返します（ node_B_2 - 新規）。

新しいコントローラのブート

コントローラのフラッシュイメージを更新するには、ブートメニューからコントローラをリブートする必要が
あります。暗号化が設定されている場合は、追加の手順が必要です。

VLAN とインターフェイスグループを再設定できます。必要に応じて、「 system controller replace resume

」コマンドを使用して処理を再開する前に、クラスタ LIF とブロードキャストドメインのポートを手動で変更
します。

このタスクについて

このタスクはすべての新しいコントローラで実行する必要があります。

手順

1. ノードを停止します。

「 halt 」

2. 外部キー管理ツールが設定されている場合は、関連する bootargs を設定します。

'setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address'

'setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask`

'setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

'setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id

3. ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

4. ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを選択します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション
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オンボードキー管理 オプション "10 `"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

外部キー管理 オプション "11`"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

5. ブートメニューからオプション "6`" を実行します

オプション "6`" を選択すると ' 完了前にノードが 2 回再起動されます

システム ID 変更プロンプトに「 y 」と入力します。2 回目のリブートメッセージが表示されるまで待ち
ます。

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

オプション"`6`"の後のいずれかの再起動中に、確認プロンプトが表示されます Override system ID?

{y|n} 表示されます。入力するコマンド y。

6. ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを再度選択します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション

オンボードキー管理 オプション "10 `"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

外部キー管理 オプション "11`"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

キー・マネージャの設定に応じて '10 またはオプション 11 を選択し ' 最初のブート・メニュー・プロンプ
トでオプション 6 を選択して 'recovery 手順を実行しますノードを完全にブートするには ' オプション "1"

によって続行されるリカバリ手順 ( 通常のブート ) を繰り返す必要がある場合があります

7. ノードをブートします。
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「 boot_ontap 」

8. 交換したノードがブートするまで待ちます。

いずれかのノードがテイクオーバーモードの場合は、「 storage failover giveback 」コマンドを使用して
ギブバックを実行します。

9. すべてのポートが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。

a. ブロードキャストドメインを表示します。

「 network port broadcast-domain show 」

b. 必要に応じて、ブロードキャストドメインに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"^]

c. インタークラスタLIFをホストする物理ポートを対応するブロードキャストドメインに追加します。

d. 新しい物理ポートをホームポートとして使用するようにクラスタ間 LIF を変更します。

e. クラスタ間 LIF が起動したら、クラスタピアのステータスを確認し、必要に応じてクラスタピアリン
グを再確立します。

クラスタピアリングの再設定が必要になる場合があります。

"クラスタピア関係を作成"

f. 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"^]

a. パートナークラスタが到達可能であり、パートナークラスタで設定が再同期されたことを確認しま
す。

metrocluster switchback -simulate true

10. 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 「 securitykey manager external restore -vserver

svm-node __ key -server_host_name
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11. 処理を再開する前に、 MetroCluster が正しく設定されていることを確認してください。ノードのステータ
スを確認します。

MetroCluster node show

新しいノード（ site_B ）の状態が「 Waiting for switchback state * from site_A 」であることを確認します

12. 処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

アップグレードを完了します

自動処理では、検証システムのチェックが実行されたあと一時停止するため、ネットワークの到達可能性を確
認できます。検証が完了すると、リソースの再取得フェーズが開始され、自動化処理によってサイト A でス
イッチバックが実行され、アップグレード後のチェックで一時停止されます。自動処理を再開すると、アップ
グレード後のチェックが実行され、エラーが検出されない場合はアップグレードが完了としてマークされま
す。

手順

1. コンソールメッセージに従って、ネットワークの到達可能性を確認します。

2. 検証が完了したら、処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

3. 自動化処理が実行されます heal-aggregate、 heal-root-aggregate、サイトAでのスイッチバック
処理、およびアップグレード後のチェックが実行されます。処理が一時停止した場合は、コンソールメッ
セージに従って SAN LIF のステータスを手動で確認し、ネットワーク設定を確認します。

4. 検証が完了したら、処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

5. アップグレード後チェックのステータスを確認します。

「 system controller replace show 」と表示されます

アップグレード後のチェックでエラーが報告されなかった場合、アップグレードは完了です。

6. コントローラのアップグレードが完了したら、サイト B でログインし、交換したコントローラが正しく設
定されていることを確認します。

ONTAP メディエーターを再設定します

アップグレードを開始する前に自動的に削除されたONTAP メディエーターを手動で設定します。

1. の手順を使用します "MetroCluster IP 構成から ONTAP メディエーターサービスを設定します"。

Tiebreaker 監視をリストアしています

MetroCluster 構成が Tiebreaker ソフトウェアで監視するように設定されている場合は、 Tiebreaker 接続をリ
ストアできます。
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1. の手順を使用します http://["MetroCluster 構成を追加しています"]。

スイッチオーバーとスイッチバックを使用して MetroCluster
FC 構成のコントローラをアップグレードする

MetroCluster スイッチオーバー処理を使用すると、パートナークラスタのコントローラ
モジュールのアップグレード中もクライアントに無停止でサービスを提供できます。こ
の手順の一部として他のコンポーネント（ストレージシェルフやスイッチなど）をアッ
プグレードすることはできません。

サポートされるプラットフォームの組み合わせ

MetroCluster FC構成では、スイッチオーバーとスイッチバックの処理を使用して特定のプラットフォームを
アップグレードできます。

サポートされるプラットフォームのアップグレードの組み合わせについては、のMetroCluster FCアップグレ
ードの表を参照してください "コントローラのアップグレード手順 を選択します"。

を参照してください https://["アップグレードまたは更新方法を選択します"] を参照してください。

このタスクについて

• この手順は、コントローラのアップグレードにのみ使用できます。

ストレージシェルフやスイッチなど、構成内の他のコンポーネントは同時にアップグレードできません。

• この手順 は、特定のバージョンのONTAP で使用できます。

◦ ONTAP 9.3 以降では 2 ノード構成がサポートされます。

◦ ONTAP 9.8以降では、4ノード構成と8ノード構成がサポートされます。

ONTAP 9.8 より前のバージョンを実行している 4 ノードまたは 8 ノード構成では、この手順を使用し
ないでください。

• 元のプラットフォームと新しいプラットフォームに互換性があり、サポートされている必要があります。

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

元のプラットフォームまたは新しいプラットフォームがFAS8020またはAFF8020システム
では、FC-VIモードのポート1cと1dを使用する場合は、ナレッジベースの記事を参照してく
ださい "既存のFAS8020またはAFF8020ノードでFCVI接続にポート1cと1dを使用する場合
は、コントローラをアップグレードします。"

• 両方のサイトでライセンスが一致している必要があります。から新しいライセンスを取得できます "ネッ
トアップサポート"。

• この 手順 環境 コントローラモジュールは、MetroCluster FC構成（2ノードのストレッチMetroCluster 構
成または2ノード、4ノード、または8ノードのファブリック接続MetroCluster 構成）で使用します。

• 同じDRグループ内のすべてのコントローラは、同じメンテナンス期間にアップグレードする必要があり

28

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/
https://mysupport.netapp.com/site/


ます。

同じDRグループに種類の異なるコントローラを含むMetroCluster 構成の運用は、このメンテナンス作業
以外ではサポートされません。8ノードMetroCluster 構成では、DRグループ内のコントローラは同じであ
る必要がありますが、両方のDRグループで異なる種類のコントローラを使用できます。

• 元のノードと新しいノードの間のストレージ、 FC 、イーサネット接続をあらかじめマッピングしておく
ことを推奨します。

• 新しいプラットフォームのスロット数が元のシステムのスロット数より少ない場合、またはポートのタイ
プが異なる場合は、新しいシステムにアダプタを追加しなければならないことがあります。

詳細については、を参照してください https://["NetApp Hardware Universe の略"^]

この手順では、次の名前が使用されています。

• site_A

◦ アップグレード前：

▪ node_A_1 - 古い

▪ Node_a_2-old

◦ アップグレード後：

▪ node_A_1 - 新規

▪ Node_a_2 - 新規

• site_B

◦ アップグレード前：

▪ node_B_1 - 古い

▪ node_B_2 - 古い

◦ アップグレード後：

▪ node_B_1 - 新規

▪ node_B_2 - 新規

アップグレードの準備を行います

既存の MetroCluster 構成に変更を加える前に、構成の健全性を確認し、新しいプラットフォームを準備し、
その他のタスクを実行する必要があります。

MetroCluster 構成の健全性の確認

アップグレードを実行する前に、 MetroCluster 構成の健全性と接続を確認する必要があります。

手順

1. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. ノードがマルチパスであるかどうかを確認します。 +node run -node node_name sysconfig

-a
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このコマンドは、 MetroCluster 構成のノードごとに問題で実行する必要があります。

b. 構成に破損ディスクがないことを確認します。

「 storage disk show -broken 」

このコマンドは、 MetroCluster 構成の各ノードで問題を実行する必要があります。

c. ヘルスアラートがないかどうかを確認します。

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

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

d. クラスタのライセンスを確認します。

「 system license show 」を参照してください

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

e. ノードに接続されているデバイスを確認します。

「 network device-discovery show 」のように表示されます

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

f. 両方のサイトでタイムゾーンと時間が正しく設定されていることを確認します。

cluster date show

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。時刻とタイムゾーンを設定するには
'cluster date コマンドを使用します

2. 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

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

3. MetroCluster 構成の運用モードを確認し、 MetroCluster チェックを実行

a. 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 」

b. 想定されるすべてのノードが表示されることを確認します。

MetroCluster node show

c. 次のコマンドを問題に設定します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

d. MetroCluster チェックの結果を表示します。
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MetroCluster チェックショー

4. Config Advisor ツールを使用して MetroCluster のケーブル接続を確認します。

a. Config Advisor をダウンロードして実行します。

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

b. 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。

古いノードから新しいノードへのポートのマッピング

古いノードの物理ポートと新しいノードの物理ポートのマッピングを計画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、交換前の古いノードの最新の設定が再生さ
れます。node_A_1 を新規にブートすると、 ONTAP は node_A_1 の古いポートで使用されていた LIF をホス
トしようとします。そのため、アップグレードの一環として、ポートと LIF の設定を古いノードと互換性があ
るように調整する必要があります。アップグレード手順では、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。

次の表に、新しいノードのポート要件に関連する設定変更の例を示します。

クラスタインターコネクトの物理ポート

古いコントローラ 新しいコントローラ 必要なアクション

e0a 、 e0b e3a 、 e3b 一致するポートがありません。アップグレード後にクラスタポ
ートを再作成する必要があります。"既存のコントローラモジュ
ールのクラスタポートを準備しています"

e0c 、 e0d e0a 、 e0b 、 e0c

、 e0d

e0c と e0d は同じポートです。構成を変更する必要はありませ
んが、アップグレード後は、使用可能なクラスタポートにクラ
スタ LIF を分散させることができます。

手順

1. 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。

コントローラのポートの用途は、プラットフォームモジュールおよび MetroCluster IP 構成で使用するス
イッチ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から収集できます "NetApp

Hardware Universe の略"。

また、 FC-VI カードスロットの用途も示します。

2. ポートの使用状況を計画し、必要に応じて次の表に新しいノードそれぞれを記載します。

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_A_1 - 古い node_A_1 - 新規

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
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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

アップグレード前に情報を収集

アップグレードの開始前に各ノードについて情報を収集し、必要に応じてネットワークブロードキャストドメ
インを調整し、 VLAN やインターフェイスグループを削除して、暗号化情報を収集する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、既存の MetroCluster FC 構成で実行します。

手順

1. 新しいコントローラをセットアップするときにケーブルを簡単に識別できるように、既存のコントローラ
のケーブルにラベルを付けます。

2. MetroCluster 構成内のノードのシステム ID を収集します。

MetroCluster node show -fields node-systemid 、 dr-partner-systemid'

交換用手順では、これらのシステム ID を新しいコントローラモジュールのシステム ID に置き換えます。

この 4 ノード MetroCluster FC 構成の例では、次の古いシステム ID が取得されます。

◦ node_A_1 - 古い： 4068741258

32



◦ node_A_2 - 古い： 4068741260

◦ node_B_1 - 古い： 4068741254

◦ node_B_2 - 古い： 4068741256

metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-

systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-

systemid

dr-group-id   cluster                       node

node-systemid          ha-partner-systemid     dr-partner-systemid

dr-auxiliary-systemid

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

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

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

1                    Cluster_A                  Node_A_1-old

4068741258              4068741260                        4068741256

4068741256

1                    Cluster_A                    Node_A_2-old

4068741260              4068741258                        4068741254

4068741254

1                    Cluster_B                    Node_B_1-old

4068741254              4068741256                         4068741258

4068741260

1                    Cluster_B                    Node_B_2-old

4068741256              4068741254                        4068741260

4068741258

4 entries were displayed.

この 2 ノード MetroCluster FC 構成の例では、次の古いシステム ID が取得されます。

◦ node_A_1 ： 4068741258

◦ node_B_1 ： 4068741254

metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid

dr-group-id cluster    node      node-systemid dr-partner-systemid

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

1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254

1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -

2 entries were displayed.

3. 各ノードのポートと LIF の情報を収集

ノードごとに次のコマンドの出力を収集する必要があります。
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◦ 'network interface show -role cluster, node-mgmt

◦ 'network port show -node node_name -type physical ’

◦ 'network port vlan show -node -node-name _`

◦ 「 network port ifgrp show -node node_name 」 - instance 」を指定します

◦ 「 network port broadcast-domain show 」

◦ 「 network port reachability show-detail` 」と表示されます

◦ network ipspace show

◦ volume show

◦ 「 storage aggregate show

◦ 「 system node run -node _node-name_sysconfig -a 」のように入力します

4. MetroCluster ノードが SAN 構成になっている場合は、関連情報を収集します。

次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ 「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

◦ 「 fcp interface show -instance 」の略

◦ 「 iscsi interface show 」と表示されます

◦ ucadmin show

5. ルートボリュームが暗号化されている場合は、 key-manager に使用するパスフレーズを収集して保存し
ます。

「 securitykey-manager backup show 」を参照してください

6. MetroCluster ノードがボリュームまたはアグリゲートに暗号化を使用している場合は、キーとパスフレー
ズに関する情報をコピーします。

追加情報の場合は、を参照してください https://["オンボードキー管理情報の手動でのバックアップ"]。

a. オンボードキーマネージャが設定されている場合：

「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください

パスフレーズは、あとでアップグレード手順で必要になります。

b. Enterprise Key Management （ KMIP ）が設定されている場合は、次のコマンドを問題で実行しま
す。

「 securitykey-manager external show -instance 」

「セキュリティキーマネージャのキークエリ」

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。
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手順

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

http://["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。

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）を実行システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メン
テナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクについて

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

手順

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. 次のコマンドを問題に設定します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours

」というメッセージが表示されます

「メンテナンス時間」では、メンテナンス時間の長さを最大 72 時間指定します。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、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッ
セージを起動できます。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示さ
れます

a. 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 設定をスイッチオーバーしています

site_B のプラットフォームをアップグレードできるように、設定を site_A にスイッチオーバーする必要があ
ります。

このタスクについて

このタスクは site_A で実行する必要があります

このタスクを完了すると、 cluster_A はアクティブになり、両方のサイトでデータを提供します。cluster_B

は非アクティブで、次の図に示すようにアップグレードプロセスを開始できます。
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手順

1. site_B のノードをアップグレードできるように、 MetroCluster 構成を site_A にスイッチオーバーしま
す。

a. 構成に一致するオプションを選択し、cluster_Aの正しいコマンドを問題 します。

オプション1：ONTAP 9.8以降を実行する4ノードまたは8ノードのFC構成

次のコマンドを実行します。 metrocluster switchover -controller-replacement

true

オプション2：ONTAP 9.3以降を実行する2ノードFC構成

次のコマンドを実行します。 metrocluster switchover

この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

b. スイッチオーバー処理を監視します。

「 MetroCluster operation show 」を参照してください

c. 処理が完了したら、ノードがスイッチオーバー状態であることを確認します。

「 MetroCluster show 」

d. MetroCluster ノードのステータスを確認します。

MetroCluster node show

2. データアグリゲートを修復します。

a. データアグリゲートを修復します。

MetroCluster は ' データ・アグリゲートを修復します

b. 正常なクラスタで MetroCluster operation show コマンドを実行して、修復操作が完了したことを確認
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します。

cluster_A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2020 20:54:41

   End Time: 7/29/2020 20:54:42

     Errors: -

3. ルートアグリゲートを修復します。

a. データアグリゲートを修復します。

MetroCluster はルートアグリゲートを修復します

b. 正常なクラスタで MetroCluster operation show コマンドを実行して、修復操作が完了したことを確認
します。

cluster_A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2020 20:58:41

   End Time: 7/29/2020 20:59:42

     Errors: -

古いコントローラのネットワーク構成を準備しています

新しいコントローラでネットワークが正常に再開されるようにするには、 LIF を共通ポートに移動して、古い
コントローラのネットワーク設定を削除する必要があります。

このタスクについて

• 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。

• で収集した情報を使用します "古いノードから新しいノードへのポートのマッピング"。

手順

1. 古いノードをブートし、ノードにログインします。

「 boot_ontap 」

2. 古いコントローラのすべてのデータ LIF のホームポートを、新旧両方のコントローラモジュールで同じ共
通ポートに割り当てます。

a. LIF を表示します。

「 network interface show 」を参照してください

SAN と NAS を含むすべてのデータ LIF は、スイッチオーバーサイト（ cluster_A ）で稼働しているた
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め、管理上および運用上のダウン状態になります。

b. の出力を確認して、クラスタポートとして使用されていない新旧両方のコントローラで同じ共通の物
理ネットワークポートを特定します。

たとえば、 e0d は古いコントローラの物理ポートで、新しいコントローラにも存在します。e0d は、
クラスタポート、または新しいコントローラ上で使用されません。

プラットフォームモデルのポートの用途については、を参照してください https://["NetApp Hardware

Universe の略"]

c. すべてのデータ LIF で共通ポートをホームポートとして使用するように変更します。

「 network interface modify -vserver svm -name _ -lif data -lif lif _ -home-port_port -id 」と入力します

次の例では、これは「 e0d 」です。

例：

network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

3. ブロードキャストドメインを変更して、削除する必要がある VLAN と物理ポートを削除します。

「 broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain_domain-name-name_ports_node-name ： port-id_`

」

すべての VLAN ポートと物理ポートについて、この手順を繰り返します。

4. クラスタポートをメンバーポートとして使用し、 ifgrp をメンバーポートとして使用している VLAN ポー
トを削除します。

a. VLAN ポートを削除します。

「 network port vlan delete -node-node-name-vlan-name_portid -vlandid_ 」のように指定します

例：

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. インターフェイスグループから物理ポートを削除します。

「 network port ifgrp remove-port -node-node_name -ifgrp_interface-group-name _ port_portid 」の形
式で指定します

例：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
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a. ブロードキャストドメインから VLAN ポートとインターフェイスグループポートを削除します。

'network port broadcast-domain remove-ports -ipspace_ipspace -broadcast-domain_domain

-name_ports_nodename ： portname 、 nodename ： portname _ 、

b. 必要に応じて、他の物理ポートをメンバーとして使用するようにインターフェイスグループポートを
変更します。

ifgrp add-port -node node_name -ifgrp interface -group-name_port_port-id`

5. ノードを停止します。

halt -inhibit-takeover true -node node_name `

この手順は両方のノードで実行する必要があります。

古いプラットフォームを削除しています

古いコントローラを構成から削除しておく必要があります。

このタスクについて

このタスクは site_B で実行します

手順

1. site_B の古いコントローラのシリアルコンソール（ node_B_1 古いコントローラと node_B_2 古いコント
ローラ）に接続し、 LOADER プロンプトが表示されていることを確認します。

2. node_B_1 古いと node_B_2 のストレージ接続とネットワーク接続を切断し、新しいノードに再接続でき
るようにケーブルにラベルを付けます。

3. node_B_1 から古いおよび node_B_2 から電源ケーブルを外します。

4. node_B_1 古いコントローラと node_B_2 の古いコントローラをラックから取り外します。

新しいコントローラを設定します

コントローラをラックに設置して設置し、メンテナンスモードで必要なセットアップを実行してから、コント
ローラをブートし、コントローラの LIF の設定を確認する必要があります。

新しいコントローラをセットアップする

新しいコントローラをラックに設置してケーブルを接続する必要があります。

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. コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。
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https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"^]

4. 新しいコントローラモジュールに固有の FC-VI カードがない場合、および古いコントローラの FC-VI カー
ドに新しいコントローラの互換性がある場合は、 FC-VI カードを交換し、正しいスロットに取り付けま
す。

を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" を参照してください。

5. コントローラの電源、シリアルコンソール、および管理接続を、 MetroCluster インストールおよび設定ガ
イド _ の説明に従ってケーブル接続します。

この時点で古いコントローラから切断されていた他のケーブルは接続しないでください。

https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"^]

6. 新しいノードに電源を投入し、 LOADER プロンプトを表示するよう求められたら Ctrl+C キーを押しま
す。

新しいコントローラのネットブート

新しいノードを設置したら、ネットブートを実行して、新しいノードが元のノードと同じバージョンの
ONTAP を実行するようにする必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された
ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセス
できる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを配置する必要があります。

このタスクは、新しい各コントローラモジュールで実行します。

手順

1. にアクセスします https://["ネットアップサポートサイト"^] システムのネットブートの実行に使用するファ
イルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

2. ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから該当する ONTAP ソフトウェア
をダウンロードし、 Web にアクセスできるディレクトリに image.tgz ファイルを保存します。

3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。

プラットフォームモデル 作業

FAS/AFF8000 シリーズシステム ターゲットディレクトリに version_image.tgzfile の
内容を展開します。 tar -zxvf ONTAP-version

_image.tgz 注： Windows で内容を展開する場合
は、 7-Zip または WinRAR を使用してネットブー
トイメージを展開します。ディレクトリの一覧に、
カーネルファイル netboot/ kernel を含むネットブー
トフォルダが表示される必要があります

その他すべてのシステム ディレクトリの一覧に、カーネルファイルがあるネ
ットブートフォルダを含める必要があります。
ONTAP-version _image.tgz ファイルを展開する必
要はありません。

4. LOADER プロンプトで、管理 LIF のネットブート接続を設定します。

◦ IP アドレスが DHCP の場合は、自動接続を設定します。
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ifconfig e0M -auto

◦ IP アドレスが静的な場合は、手動接続を設定します。

ifconfig e0M -addr= ip_addr-mask= netmask `-gw= gateway `

5. ネットブートを実行します。

◦ プラットフォームが 80xx シリーズシステムの場合は、次のコマンドを使用します。

netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`

◦ プラットフォームが他のシステムの場合は、次のコマンドを使用します。

netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

6. ブートメニューからオプション * （ 7 ） Install new software first * を選択し、新しいソフトウェアイメー
ジをダウンロードしてブートデバイスにインストールします。

 Disregard the following message: "This procedure is not supported for

Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive

upgrades of software, not to upgrades of controllers.

. 手順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、「 y

」と入力し、パッケージの入力を求められたらイメージファイルの URL 「 ¥

http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-

version_image.tgz` 」を入力します

Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.

7. 次のようなプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップしてください

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}

8. 次のようなプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します

The node must be rebooted to start using the newly installed software.

Do you want to reboot now? {y|n}

コントローラモジュールでの設定の消去

MetroCluster 構成で新しいコントローラモジュールを使用する前に、既存の構成をクリ
アする必要があります。

手順

1. 必要に応じて、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。
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「 halt 」

2. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト値に設定します。

「デフォルト設定」

3. 環境を保存します。

'aveenv

4. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap menu

5. ブートメニューのプロンプトで、設定を消去します。

wipeconfig

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

ノードがリブートし、もう一度ブートメニューが表示されます。

6. ブートメニューでオプション * 5 * を選択し、システムをメンテナンスモードでブートします。

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

HBA 構成をリストアしています

コントローラモジュールに HBA カードが搭載されているかどうかや設定によっては、サイトで使用するため
に正しく設定する必要があります。

手順

1. メンテナンスモードで、システム内の HBA の設定を行います。

a. ucadmin show と入力し、各ポートの現在の設定を確認します

b. 必要に応じてポートの設定を更新します。

HBA のタイプと目的のモ
ード

使用するコマンド

CNA FC ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter-name _ `

CNA イーサネット ucadmin modify -mode cna_adapter-name_`

FC ターゲット fcadmin config -t target_adapter-name_`

FC イニシエータ fcadmin config -t initiator_adapter-name_`

2. メンテナンスモードを終了します。
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「 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。

3. ノードをブートしてメンテナンスモードに戻り、設定の変更が反映されるようにします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

4. 変更内容を確認します。

HBA のタイプ 使用するコマンド

CNA ucadmin show

FC fcadmin show`

新しいコントローラとシャーシで HA 状態を設定

コントローラとシャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要がありま
す。

手順

1. 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 の状態が mcc である必要があります。

MetroCluster 構成の内容 HA の状態

2 ノード mcc-2n

4 ノードまたは 8 ノード MCC

2. 表示されたコントローラのシステム状態が正しくない場合は、コントローラモジュールとシャーシの HA

状態を設定します。

MetroCluster 構成の内容 問題コマンド

• 2 ノード * 「 ha-config modify controller mcc-2n 」という形式
で指定します

「 ha-config modify chassis mcc-2n 」というように
なりました

• 4 ノードまたは 8 ノード * 「 ha-config modify controller mcc 」

「 ha-config modify chassis mcc 」
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ルートアグリゲートディスクの再割り当て中です

前の手順で確認したシステム ID を使用して、ルートアグリゲートディスクを新しいコントローラモジュール
に再割り当てします

このタスクについて

このタスクはメンテナンスモードで実行します。

古いシステム ID は、で識別されています "アップグレード前に情報を収集"。

この手順の例では、次のシステム ID を持つコントローラを使用します。

ノード 古いシステム ID 新しいシステム ID

node_B_1 4068741254 1574774970

手順

1. 他のすべての接続を新しいコントローラモジュール（ FC-VI 、ストレージ、クラスタインターコネクトな
ど）にケーブル接続します。

2. システムを停止し、 LOADER プロンプトからメンテナンスモードでブートします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

3. node_B_1 古いが所有するディスクを表示します。

「ディスクショー - A` 」

コマンド出力に、新しいコントローラモジュール（ 1574774970 ）のシステム ID が表示されます。ただ
し、ルートアグリゲートディスクは古いシステム ID （ 4068741254 ）で所有されます。この例で表示さ
れているのは、 MetroCluster 構成の他のノードが所有するドライブではありません。
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*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

  DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME

DR HOME

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

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

...

rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

...

4. ドライブシェルフのルートアグリゲートディスクを新しいコントローラに再割り当てします。

「ディスクの再割り当て -s old-sysid-d_new-sysid_`

次の例は、ドライブの再割り当てを示しています。
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*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49

[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS

bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this

controller.

y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 4068741254.

Do you want to continue (y/n)? y

5. すべてのディスクが想定どおりに再割り当てされていることを確認します。

「ディスクショー」

*> disk show

Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

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

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

rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

*>
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6. アグリゲートのステータスを表示します。

「 aggr status 」を入力します

*> aggr status

           Aggr            State       Status           Options

aggr0_node_b_1-root    online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,

                           mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                           fast zeroed

                           64-bit

7. パートナーノードで上記の手順を繰り返します（ node_B_2 - 新規）。

新しいコントローラのブート

コントローラのフラッシュイメージを更新するには、ブートメニューからコントローラをリブートする必要が
あります。暗号化が設定されている場合は、追加の手順が必要です。

このタスクについて

このタスクはすべての新しいコントローラで実行する必要があります。

手順

1. ノードを停止します。

「 halt 」

2. 外部キー管理ツールが設定されている場合は、関連する bootargs を設定します。

'setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address'

'setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask`

'setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

'setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id

3. ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

4. ルート暗号化を使用する場合は、使用している ONTAP のバージョンに応じて、キー管理設定のブートメ
ニューオプションまたは問題 the boot menu コマンドを選択します。

◦ ONTAP 9.8 以降では、ブート・メニュー・オプションを選択します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション
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オンボードキー管理 オプション "10 `"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリ
カバリおよびリストアするために必要な入力を指
定します。

外部キー管理 オプション "11`"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリ
カバリおよびリストアするために必要な入力を指
定します。

◦ ONTAP 9.7 以前では、 boot menu コマンドを問題に設定します。

使用するポート 問題ブートメニュープロンプトでのコマンド

オンボードキー管理 「 recover _onboard keymanager 」を参照してく
ださい

外部キー管理 「 RE_EXTERNAL_KEYmanager 」と入力しま
す

5. AUTOBOOT が有効になっている場合は、 CTRL-C を押して AUTOBOOT を中断します

6. ブートメニューからオプション "6`" を実行します

オプション "6`" を選択すると ' 完了前にノードが 2 回再起動されます

システム ID 変更プロンプトに「 y 」と入力します。2 回目のリブートメッセージが表示されるまで待ち
ます。

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. partner-sysid が正しいことを確認します。

printenv partner-sysid

partner-sysid が正しくない場合は、次のように設定します。

'setenv partner-sysid_partner-SysID_`

8. ルート暗号問題化を使用する場合は、使用している ONTAP のバージョンに応じて、キー管理設定に対し
てブートメニューオプションを選択するか、ブートメニューコマンドを再度実行します。

◦ ONTAP 9.8 以降では、ブート・メニュー・オプションを選択します。

48



使用するポート 選択するブートメニューオプション

オンボードキー管理 オプション "10 `"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリ
カバリおよびリストアするために必要な入力を指
定します。

外部キー管理 オプション "11`"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリ
カバリおよびリストアするために必要な入力を指
定します。

キー・マネージャの設定に応じて '10 またはオプション 11 を選択し ' 最初のブート・メニュー・プロ
ンプトでオプション 6 を選択して 'recovery 手順を実行しますノードを完全にブートするには ' オプシ
ョン "1" によって続行されるリカバリ手順 ( 通常のブート ) を繰り返す必要がある場合があります

◦ ONTAP 9.7 以前では、 boot menu コマンドを問題に設定します。

使用するポート 問題ブートメニュープロンプトでのコマンド

オンボードキー管理 「 recover _onboard keymanager 」を参照してく
ださい

外部キー管理 「 RE_EXTERNAL_KEYmanager 」と入力しま
す

ノードが完全にブートするまで、ブートメニュープロンプトで「 recover_xxxxxxxx_keymanager 」コ
マンドを何度も問題に接続する必要がある場合があります。

9. ノードをブートします。

「 boot_ontap 」

10. 交換したノードがブートするまで待ちます。

いずれかのノードがテイクオーバーモードの場合は、ギブバックを実行します。

「 storage failover giveback 」を参照してください

11. すべてのポートが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。

a. ブロードキャストドメインを表示します。

「 network port broadcast-domain show 」

b. 必要に応じて、ブロードキャストドメインに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"]
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c. インタークラスタ LIF をホストする物理ポートを対応するブロードキャストドメインに追加します。

d. 新しい物理ポートをホームポートとして使用するようにクラスタ間 LIF を変更します。

e. クラスタ間 LIF が起動したら、クラスタピアのステータスを確認し、必要に応じてクラスタピアリン
グを再確立します。

クラスタピアリングの再設定が必要になる場合があります。

"クラスタピア関係を作成"

f. 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"^]

12. 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 「 securitykey manager external restore -vserver

svm-node __ key -server_host_name

LIF の構成を確認しています

スイッチバックの前に、 LIF が適切なノード / ポートにホストされていることを確認します。次の手順を実行
する必要があります

このタスクについて

このタスクは site_B で実行します。ノードはルートアグリゲートでブートされています。

手順

1. スイッチバックの前に、 LIF が適切なノードとポートにホストされていることを確認します。

a. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

b. ポート設定を無視して LIF が適切に配置されるようにします。

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

-node _active_port_after_upgrade _ -lif LIF_name -home-node _new_node_name _
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「 vserver config override 」コマンド内で「 network interface modify 」コマンドを入力する場合、 Tab

autoccomplete 機能は使用できません。autoccomplete を使用して「 network interface modify 」を作成
し、「 vserver config override 」コマンドで囲むことができます。

a. admin 権限レベルに戻ります。 +set -privilege admin

2. インターフェイスをホームノードにリバートします。

「 network interface revert * -vserver_vserver-name に指定します

必要に応じて、すべての SVM でこの手順を実行します。

新しいライセンスをインストールします

スイッチバック処理の前に、新しいコントローラのライセンスをインストールする必要があります。

手順

1. "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"

MetroCluster 設定を元に戻します

新しいコントローラを設定したら、 MetroCluster 構成をスイッチバックして構成を通常動作に戻します。

このタスクについて

このタスクでは、スイッチバック処理を実行して MetroCluster 構成を通常動作に戻します。site_A のノード
はまだアップグレード待ちです。

手順

1. site_B の MetroCluster node show コマンドを問題し ' 出力を確認します

a. 新しいノードが正しく表示されることを確認します。

b. 新しいノードの状態が「 Waiting for switchback 」であることを確認します。

2. クラスタをスイッチバックします。
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MetroCluster スイッチバック

3. スイッチバック処理の進捗を確認します。

「 MetroCluster show 」

出力に「 waiting-for-switchback 」と表示されたら、スイッチバック処理はまだ進行中です。

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                switchover

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                waiting-for-switchback

                          AUSO Failure Domain -

出力に「 normal 」と表示された場合、スイッチバック処理は完了しています。

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status

show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。このコマンド
は、 advanced 権限レベルで実行します。

MetroCluster 構成の健常性を確認しています

コントローラモジュールをアップグレードしたら、 MetroCluster 構成の健全性を確認する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、 MetroCluster 構成の任意のノードで実行できます。

手順

1. MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. 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。
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「 MetroCluster show 」

b. MetroCluster チェックを実行します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

c. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

MetroCluster check runとMetroCluster check showを実行すると’次のようなエラーメッ
セージが表示されます

例

Failed to validate the node and cluster components before the switchover

operation.

                  Cluster_A:: node_A_1 (non-overridable veto): DR

partner NVLog mirroring is not online. Make sure that the links between

the two sites are healthy and properly configured.

+ これは、アップグレードプロセス時にコントローラが一致しないことが原因で想定される動作であり、
エラーメッセージが無視しても問題ありません。

cluster_A のノードをアップグレードします

cluster_A についてもアップグレード手順を繰り返す必要があります

ステップ

1. 同じ手順を繰り返して、 cluster_A のノードをアップグレードします "アップグレードの準備を行います
"。

タスクを実行すると、これらの例ではクラスタとノードをすべて逆に参照しています。たとえば、この例
で cluster_A からスイッチオーバーすると、 cluster_B からスイッチオーバーされます

メンテナンス後にカスタム AutoSupport メッセージを送信する

アップグレードの完了後、ケースの自動作成を再開できるように、メンテナンスの終了を通知する
AutoSupport メッセージを送信する必要があります。

ステップ

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. 次のコマンドを問題に設定します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表
示されます
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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。

Tiebreaker 監視をリストアしています

MetroCluster 構成が Tiebreaker ソフトウェアで監視するように設定されている場合は、 Tiebreaker 接続をリ
ストアできます。

1. の手順を使用します http://["MetroCluster 構成を追加しています"^] MetroCluster Tiebreaker インストール
および設定 _ 。

スイッチオーバーとスイッチバックを使用して、MetroCluster
FC構成のAFF A700 / FAS9000からAFF A900/ FAS9500にコン
トローラをアップグレード（ONTAP 9.10.1以降）

MetroCluster スイッチオーバー処理を使用すると、パートナークラスタのコントローラ
モジュールのアップグレード中もクライアントに無停止でサービスを提供できます。こ
の手順の一部として他のコンポーネント（ストレージシェルフやスイッチなど）をアッ
プグレードすることはできません。

このタスクについて

• この手順は、コントローラのアップグレードにのみ使用できます。

ストレージシェルフやスイッチなど、構成内の他のコンポーネントも同時にアップグレードすることはで
きません。

• この手順 ONTAP を使用して、AFF A700からAFF 9.10.1以降を搭載したA900にアップグレードできま
す。

• この手順 を使用して、ONTAP 9.10.1P3以降を搭載したFAS9000をFAS9500にアップグレードできます。

◦ ONTAP 9.10.1 以降では、 4 ノードと 8 ノードの構成がサポートされます。

AFF A900 システムは、 ONTAP 9.10.1 以降でのみサポートされます。

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

• 構成内のすべてのコントローラは、同じメンテナンス期間にアップグレードする必要があります。

次の表に、コントローラのアップグレードでサポートされるモデルマトリックスを示します。

旧プラットフォームモデル 新しいプラットフォームモデル

• AFF A700 • AFF A900 の略

• FAS9000 • FAS9500

• アップグレード用の手順では、 RCF やケーブル接続の物理的な変更を含めて、 MetroCluster ファブリッ
クを変更する必要があります。RCF およびケーブル接続の変更は、コントローラのアップグレード前に実
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行できます。

• このアップグレード手順では、元のノードと新しいノードの間のストレージ接続、 FC 接続、イーサネッ
ト接続を変更する必要はありません。

• 手順 のアップグレード中は、AFF A700またはFAS9000システムに他のカードを追加したり取り外したり
しないでください。詳細については、を参照してください https://["NetApp Hardware Universe の略"^]

この手順 の例と図では、次の名前が使用されています。

• site_A

◦ アップグレード前：

▪ node_A_1 - A700

▪ Node_a_2-A700

◦ アップグレード後：

▪ node_A_1 - A900

▪ Node_a_2-A900

• site_B

◦ アップグレード前：

▪ node_B_1 - A700

▪ node_B_2 - A700

◦ アップグレード後：

▪ Node_B_1-A900

▪ node_B_2 - A900

アップグレードを準備

既存のMetroCluster 構成に変更を加える前に、構成の健全性を確認し、RCFファイルとケーブル接続をAFF

A900またはFAS9000ファブリックのMetroCluster 構成に必要な新しいポート接続トポロジに変更し、その他
のタスクを実行する必要があります。

AFF A700 コントローラのスロット 7 をクリアします

AFF A900またはFAS9500のMetroCluster 構成では、スロット5と7のFC-VIカードに8つのFC-VIポートが必要
です。アップグレードを開始する前に、AFF A700またはFAS9000のスロット7にカードがある場合は、それ
らをクラスタのすべてのノード用の他のスロットに移動する必要があります。

MetroCluster 構成の健全性を確認

AFF A900またはFAS9500ファブリックのMetroCluster 構成用にRCFファイルを更新してケーブル接続する前
に、構成の健全性と接続を確認する必要があります。

手順

1. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. ノードがマルチパスであるかどうかを確認します。 +node run -node node_name sysconfig

-a
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このコマンドは、 MetroCluster 構成のノードごとに問題で実行する必要があります。

b. 構成に破損ディスクがないことを確認します。

「 storage disk show -broken 」

このコマンドは、 MetroCluster 構成の各ノードで問題を実行する必要があります。

c. ヘルスアラートがないかどうかを確認します。

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

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

d. クラスタのライセンスを確認します。

「 system license show 」を参照してください

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

e. ノードに接続されているデバイスを確認します。

「 network device-discovery show 」のように表示されます

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

f. 両方のサイトでタイムゾーンと時間が正しく設定されていることを確認します。

cluster date show

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。時刻とタイムゾーンを設定するには
'cluster date コマンドを使用します

2. 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

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

3. MetroCluster 構成の運用モードを確認し、 MetroCluster チェックを実行

a. 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 」

b. 想定されるすべてのノードが表示されることを確認します。

MetroCluster node show

c. 次のコマンドを問題に設定します。

「 MetroCluster check run 」のようになります
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d. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

4. Config Advisor ツールを使用して MetroCluster のケーブル接続を確認します。

a. Config Advisor をダウンロードして実行します。

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

b. 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。

ファブリックスイッチの RCF ファイルを更新します

AFF A900またはFAS9500ファブリックのMetroCluster では、ノードごとに2つの4ポートFC-VIアダプタが必
要です。AFF A700で必要な4ポートFC-VIアダプタは1つだけです。AFF A900またはFAS9500コントローラへ
のコントローラのアップグレードを開始する前に、ファブリックスイッチのRCFファイルを変更して、AFF

A900またはFAS9500接続トポロジをサポートする必要があります。

1. から https://["MetroCluster の RCF ファイルのダウンロードページ"^]で、AFF A900またはFAS9500ファブ
リックのMetroCluster と、AFF A700またはFAS9000構成で使用されているスイッチモデルに対応した正
しいRCFファイルをダウンロードします。

2. [[Update-RCF ]] の手順に従って、ファブリック A のスイッチ、スイッチ A1 、およびスイッチ B1 の RCF

ファイルを更新します "FC スイッチを設定します"。

AFF A900またはFAS9500ファブリックのMetroCluster 構成をサポートするためのRCFファ
イルの更新では、AFF A700またはFAS9000ファブリックのMetroCluster 構成に使用される
ポートと接続には影響しません。

3. ファブリック A のスイッチで RCF ファイルを更新したら、ストレージと FC-VI のすべての接続をオンラ
インにする必要があります。FC-VI 接続を確認します。

MetroCluster interconnect mirror show

a. ローカル・サイト・ディスクとリモート・サイト・ディスクが sysconfig 出力結果に表示されている
ことを確認します

4. [[verify-backup ]] ファブリック A スイッチの MetroCluster ファイル更新後に、 が正常な状態であることを
確認する必要があります。

a. メトロ・クラスタ接続を確認します MetroCluster interconnect mirror show

b. MetroCluster check: MetroCluster check run' を実行します

c. 実行が完了したら、 MetroCluster の実行結果を確認します。「 MetroCluster check show 」

5. を繰り返してファブリック B のスイッチ（スイッチ 2 と 4 ）を更新します 手順 2 終了： 手順 5。

RCF ファイルの更新後に MetroCluster 設定の健全性を確認します

アップグレードを実行する前に、 MetroCluster 構成の健全性と接続を確認する必要があります。

手順

1. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
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a. ノードがマルチパスであるかどうかを確認します。 +node run -node node_name sysconfig

-a

このコマンドは、 MetroCluster 構成のノードごとに問題で実行する必要があります。

b. 構成に破損ディスクがないことを確認します。

「 storage disk show -broken 」

このコマンドは、 MetroCluster 構成の各ノードで問題を実行する必要があります。

c. ヘルスアラートがないかどうかを確認します。

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

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

d. クラスタのライセンスを確認します。

「 system license show 」を参照してください

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

e. ノードに接続されているデバイスを確認します。

「 network device-discovery show 」のように表示されます

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

f. 両方のサイトでタイムゾーンと時間が正しく設定されていることを確認します。

cluster date show

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。時刻とタイムゾーンを設定するには
'cluster date コマンドを使用します

2. 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

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

3. MetroCluster 構成の運用モードを確認し、 MetroCluster チェックを実行

a. 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 」

b. 想定されるすべてのノードが表示されることを確認します。

MetroCluster node show

c. 次のコマンドを問題に設定します。
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「 MetroCluster check run 」のようになります

d. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

4. Config Advisor ツールを使用して MetroCluster のケーブル接続を確認します。

a. Config Advisor をダウンロードして実行します。

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

b. 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。

AFF A700ノードまたはFAS9000ノードからAFF A900ノードまたはFAS9500ノードへのポートのマッピング

コントローラのアップグレードプロセスで変更する必要があるのは、この手順に記載されている接続だけで
す。

AFF A700またはFAS9000コントローラのスロット7手順 にカードが取り付けられている場合は、コントロー
ラのアップグレードを開始する前に、カードを別のスロットに移動する必要があります。AFF A900また
はFAS9500コントローラでファブリックMetroCluster を機能させるために必要な2つ目のFC-VIアダプタを追
加するために、スロット7を用意しておく必要があります。

アップグレード前に情報を収集

アップグレードの開始前に各ノードについて情報を収集し、必要に応じてネットワークブロードキャストドメ
インを調整し、 VLAN やインターフェイスグループを削除して、暗号化情報を収集する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、既存の MetroCluster FC 構成で実行します。

手順

1. MetroCluster 構成ノードのシステム ID を収集します。

MetroCluster node show -fields node-systemid 、 dr-partner-systemid'

交換用手順では、これらのシステム ID をコントローラモジュールのシステム ID に置き換えます。

この 4 ノード MetroCluster FC 構成の例では、次の古いシステム ID が取得されます。

◦ node_A_1 - A700 ： 537037649

◦ Node_a_2-A700 ： 537407030

◦ Node_B_1-A700 ： 0537407114

◦ node_B_2 - A700 ： 537035354
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Cluster_A::*> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-

systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id cluster    node           node-systemid ha-partner-systemid

dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid

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

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

1           Cluster_A  nodeA_1-A700   537407114     537035354

537411005           537410611

1           Cluster_A  nodeA_2-A700   537035354     537407114

537410611           537411005

1           Cluster_B  nodeB_1-A700   537410611     537411005

537035354           537407114

1           Cluster_B  nodeB_2-A700   537411005

4 entries were displayed.

2. 各ノードのポートと LIF の情報を収集

ノードごとに次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ 'network interface show -role cluster, node-mgmt

◦ 'network port show -node node_name -type physical ’

◦ 'network port vlan show -node -node-name _`

◦ 「 network port ifgrp show -node node_name 」 - instance 」を指定します

◦ 「 network port broadcast-domain show 」

◦ 「 network port reachability show-detail` 」と表示されます

◦ network ipspace show

◦ volume show

◦ 「 storage aggregate show

◦ 「 system node run -node _node-name_sysconfig -a 」のように入力します

3. MetroCluster ノードが SAN 構成になっている場合は、関連情報を収集します。

次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ 「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

◦ 「 fcp interface show -instance 」の略

◦ 「 iscsi interface show 」と表示されます

◦ ucadmin show

4. ルートボリュームが暗号化されている場合は、 key-manager に使用するパスフレーズを収集して保存し
ます。

「 securitykey-manager backup show 」を参照してください
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5. MetroCluster ノードがボリュームまたはアグリゲートに暗号化を使用している場合は、キーとパスフレー
ズに関する情報をコピーします。

追加情報の場合は、を参照してください https://["オンボードキー管理情報の手動でのバックアップ"^]。

a. オンボードキーマネージャが設定されている場合：

「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください

パスフレーズは、あとでアップグレード手順で必要になります。

b. Enterprise Key Management （ KMIP ）が設定されている場合は、次のコマンドを問題で実行しま
す。

「 securitykey-manager external show -instance 」

「セキュリティキーマネージャのキークエリ」

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 設定の削除"

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。

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）を実行システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メン
テナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクについて

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

手順

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. 次のコマンドを問題に設定します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours
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」というメッセージが表示されます

「メンテナンス時間」では、メンテナンス時間の長さを最大 72 時間指定します。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、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッ
セージを起動できます。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示さ
れます

a. 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 構成をスイッチオーバーします

site_B のプラットフォームをアップグレードできるように、設定を site_A にスイッチオーバーする必要があ
ります。

このタスクについて

このタスクは site_A で実行する必要があります

このタスクを完了すると、 site_A がアクティブになり、両方のサイトにデータが提供されます。site_B は非
アクティブで、次の図のようにアップグレードプロセスを開始する準備ができています。（この図は環境 で
もFAS9000をFAS9500コントローラにアップグレードした場合を示しています）。

手順

1. site_B のノードをアップグレードできるように、 MetroCluster 構成を site_A にスイッチオーバーしま
す。
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a. site_A で次のコマンドを問題に設定します。

MetroCluster switche-controller-replacement true

この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

a. スイッチオーバー処理を監視します。

「 MetroCluster operation show 」を参照してください

b. 処理が完了したら、ノードがスイッチオーバー状態であることを確認します。

「 MetroCluster show 」

c. MetroCluster ノードのステータスを確認します。

MetroCluster node show

2. データアグリゲートを修復します。

a. データアグリゲートを修復します。

MetroCluster は ' データ・アグリゲートを修復します

b. 正常なクラスタで MetroCluster operation show コマンドを実行して、修復操作が完了したことを確認
します。

cluster_A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2020 20:54:41

   End Time: 7/29/2020 20:54:42

     Errors: -

3. ルートアグリゲートを修復します。

a. データアグリゲートを修復します。

MetroCluster はルートアグリゲートを修復します

b. 正常なクラスタで MetroCluster operation show コマンドを実行して、修復操作が完了したことを確認
します。

cluster_A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2020 20:58:41

   End Time: 7/29/2020 20:59:42

     Errors: -
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site_BまたはAFF A700コントローラモジュールとNVSをsite_Bで取り外します

構成から古いコントローラを削除する必要があります。

このタスクは site_B で実行します

作業を開始する前に

接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

手順

1. site_B の古いコントローラのシリアルコンソール（ node_B_1 700 および node_B_2 700 ）に接続し、「
LOADER」 プロンプトが表示されていることを確認します。

2. site_B の両方のノードから bootarg の値を収集します printenv

3. site_B のシャーシの電源をオフにします

site_B の両方のノードからコントローラモジュールと NVS を取り外します

AFF A700またはFAS9000コントローラモジュールを取り外します

次の手順 を使用して、AFF A700またはFAS9000コントローラモジュールを取り外します。

手順

1. コントローラモジュールを取り外す前に、コントローラモジュールからコンソールケーブル（ある場合）
と管理ケーブルを外します。

2. コントローラモジュールのロックを解除してシャーシから取り外します。

a. カムハンドルのオレンジ色のボタンを下にスライドさせてロックを解除します。
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カムハンドルのリリースボタン

カムハンドル

a. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジ
ュールをシャーシから引き出します。このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支
えてください。

AFF A700またはFAS9000 NVSモジュールを取り外します

次の手順 を使用して、AFF A700またはFAS9000 NVSモジュールを取り外します。

AFF A700またはFAS9000 NVSモジュールはスロット6に搭載されており、システム内の他のモ
ジュールと比較して高さが2倍になっています。

1. NVS のロックを解除し、スロット 6 から取り外します。

a. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。カムボタンがシャーシから離れます。

b. カムラッチを下に回転させて水平にします。NVS がシャーシから外れ、数インチ移動します。

c. NVS をシャーシから取り外すには、モジュール前面の両側にあるプルタブを引いてください。

文字と数字が記載された I/O カムラッチ

ロックが完全に解除された I/O ラッチ
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• スロット6のAFF A700不揮発性ストレージモジュールでコアダンプデバイスとして使用さ
れているアドオンモジュールをAFF A900 NVSモジュールに転送しないでください。AFF

A700コントローラおよびNVSモジュールからAFF A900コントローラモジュールにパーツを
移さないでください。

• FAS9000からFAS9500へのアップグレードでは、FAS9000 NVSモジュールのFlash Cache

モジュールのみをFAS9500 NVSモジュールに転送してください。FAS9000コントローラモ
ジュールおよびNVSモジュールからFAS9500コントローラモジュールに他のパーツを移さ
ないでください。

AFF A900またはFAS9500 NVSとコントローラモジュールを取り付けます

Site_Bの両方のノードに、アップグレードキットからAFF A900またはFAS9500 NVSとコントローラモジュー
ルをインストールする必要がありますコアダンプデバイスをAFF A700またはFAS9000 NVSモジュールか
らAFF A900またはFAS9500 NVSモジュールに移動しないでください。

を開始する前に

接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

AFF A900またはFAS9500 NVSをインストールします

次の手順 を使用して、site_Bの両方のノードのスロット6にAFF A900またはFAS9500 NVSをインストールし
ます

手順

1. NVS をスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。

2. NVS をスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVS を所定の位
置にロックします。

文字と数字が記載された I/O カムラッチ

ロックが完全に解除された I/O ラッチ

66



AFF A900またはFAS9500コントローラモジュールを取り付けます

次の手順 を使用して、AFF A900またはFAS9500コントローラモジュールをインストールします。

手順

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分ま
でそっと押し込みます。

2. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着しま
す。コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。

コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する
際に力を入れすぎないでください。

3. 管理ポートとコンソールポートをコントローラモジュールにケーブル接続します。

カムハンドルのリリースボタン

カムハンドル

4. 各ノードのスロット 7 に 2 枚目の X91129A カードを取り付けます。

a. スロット 7 の FC-VI ポートをスイッチに接続します。を参照してください "ファブリック接続型のイ
ンストールと設定" ドキュメントを参照し、環境内のスイッチタイプに応じたAFF A900また
はFAS9500ファブリックのMetroCluster 接続要件を確認します。

5. シャーシの電源を入れ、シリアルコンソールに接続します。

6. BIOS の初期化後にノードで自動ブートが開始された場合は、 Ctrl-C を押して自動ブートを中断します

7. AUTOBOOT を中断すると、ノードで LOADER プロンプトが停止します。ブートを中断せずに node1 で
ブートが開始された場合は、 Ctrl+C キーを押してブートメニューに入るまで待ちます。ブートメニュー
でノードが停止したら、オプション 8 を使用してノードをリブートし、リブート時に自動ブートを中断し
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ます。

8. 「 loader 」プロンプトで、デフォルトの環境変数「 set-defaults 」を設定します

9. デフォルトの環境変数設定である saveenv を保存します

site_B のノードをネットブートします

AFF A900またはFAS9500コントローラモジュールとNVSを交換したら、AFF A900またはFAS9500ノードを
ネットブートして、クラスタで実行されているものと同じバージョンのONTAP とパッチレベルをインストー
ルする必要があります。「 netboot 」という用語は、リモート・サーバに保存されている ONTAP イメージか
らブートすることを意味します。ネットブートを準備するときは ' システムがアクセスできる Web サーバに
ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを追加する必要があります

AFF A900またはFAS9500コントローラモジュールのブートメディアにインストールされているONTAP のバ
ージョンは、シャーシに取り付けて電源がオンになっていないかぎり確認できません。AFF A900また
はFAS9500ブートメディア上のONTAP バージョンは、アップグレード対象のAFF A700またはFAS9000シス
テムで実行されているONTAP バージョンと同じで、プライマリブートイメージとバックアップブートイメー
ジの両方が一致している必要があります。イメージを設定するには、「 netboot 」に続けて「 wipeconfig 」
コマンドを実行します。コントローラモジュールが以前に別のクラスタで使用されていた場合は、「
wipeconfig 」コマンドはブートメディア上の残留設定をクリアします。

を開始する前に

• システムから HTTP サーバにアクセスできることを確認します。

• ご使用のシステムに必要なシステムファイルと、適切なバージョンの ONTAP をからダウンロードする必
要があります "ネットアップサポート" サイトこのタスクについて、インストールされている ONTAP のバ
ージョンが元のコントローラにインストールされているバージョンと異なる場合は、新しいコントローラ
を「ネットブート」する必要があります。新しいコントローラをそれぞれ取り付けたら、 Web サーバに
保存されている ONTAP 9 イメージからシステムをブートします。その後、以降のシステムブートで使用
するブートメディアデバイスに正しいファイルをダウンロードできます。

手順

1. にアクセスします "ネットアップサポート" システムのネットブートの実行に使用するシステム・ネットブ
ートの実行に必要なファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

2. [step2-download-software]] ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから適切
な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 <ONTAP_version>_image.tgz 」ファイルを Web にアクセ
スできるディレクトリに保存します。

3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。ディ
レクトリの一覧には「 <ONTAP_version>_image.tgz 」が含まれている必要があります。

4. 次のいずれかの操作を選択して 'netboot' 接続を構成しますメモ：管理ポートと IP を「 netboot 」接続と
して使用してください。アップグレードの実行中にデータ LIF IP を使用しないでください。データ LIF が
停止する可能性があります。

動的ホスト構成プロトコル（ DHCP ）の状態 作業

実行中です ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、
自動的に接続を設定します。 ifconfig e0M -auto
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実行されていません ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、
接続を手動で設定します。 ifconfig e0M -addr=

<filer_addr> -mask= <netmask> -gw= <gateway>

-dns= <dns_addr> domain= <dns_domain>

<filer_addr><netmask>` はストレージシステム
のネットワークマスクです。「 <gateway>` 」は、
ストレージシステムのゲートウェイです。「
<dns_addr> 」は、ネットワーク上のネームサーバ
の IP アドレスです。このパラメータはオプション
です。「 <dns_domain> 」は、 Domain Name

Service （ DNS ；ドメインネームサービス）ドメ
イン名です。このパラメータはオプションです。注
：使用しているインターフェイスによっては、他の
パラメータが必要になる場合もあります。詳細につ
いては、ファームウェアのプロンプトで「 help

ifconfig 」と入力してください。

5. ノード 1 でネットブートを実行します http://[]「 <path_the_web-accessible_directory> 」は、「
<ONTAP_version>_image.tgz 」をダウンロードした場所を指します 手順 2。

トランクを中断しないでください。

6. AFF A900またはFAS9500コントローラモジュールで実行されているノード1がブートするまで待ち、次の
ようにブートメニューオプションを表示します。

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.

(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)?

7. 起動メニューからオプション（ 7 ） Install new software first （新しいソフトウェアを最初にインストール
）を選択します。このメニューオプションを選択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダ
ウンロードおよびインストールされます。
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次のメッセージは無視してください： This 手順 is not supported for Non-Disruptive

Upgrade on an HA pair. 環境の無停止の ONTAP ソフトウェアアップグレード。コントロー
ラのアップグレードは含まれません。新しいノードを希望するイメージに更新する場合
は、必ずネットブートを使用してください。別の方法で新しいコントローラにイメージを
インストールした場合、間違ったイメージがインストールされることがあります。この問
題環境 All ONTAP リリース

8. 手順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、「 y 」と入力し、パッケージの入力を求
められたら URL を入力します。http://[]

9. 次の手順を実行してコントローラモジュールをリブートします。

a. 次のプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップしますバックアップ
構成を今すぐリストアしますか ? {y|n}`

b. 次のプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します ' 新しくインストールしたソフトウェアの
使用を開始するには ' ノードを再起動する必要があります今すぐリブートしますか？{y|n}`

コントローラモジュールはリブートしますが、ブートメニューで停止します。これは、ブートデバイ
スが再フォーマットされたことにより、構成データのリストアが必要なためです。

10. プロンプトで「 wipeconfig 」コマンドを実行して、ブートメディアの以前の設定をクリアします。

a. 次のメッセージが表示されたら、回答は「 yes 」を選択します。これにより、クラスタメンバーシッ
プを含む重要なシステム構成が削除されます。警告：テイクオーバーされた HA ノードでは実行しな
いでください。続行してもよろしいですか ?:`

b. ノードがリブートして「 wipeconfig 」を終了し、ブートメニューで停止します。

11. ブート・メニューからオプション「 5 」を選択して、保守モードに切り替えます。ノードがメンテナンス
・モードで停止し ' コマンド・プロンプト *>` が表示されるまで ' プロンプトを表示します回答

HBA 構成をリストア

コントローラモジュールに HBA カードが搭載されているかどうかや設定によっては、サイトで使用するため
に正しく設定する必要があります。

手順

1. メンテナンスモードで、システム内の HBA の設定を行います。

a. ucadmin show と入力し、各ポートの現在の設定を確認します

b. 必要に応じてポートの設定を更新します。

HBA のタイプと目的のモード 使用するコマンド

CNA FC ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter-name _ `

CNA イーサネット ucadmin modify -mode cna_adapter-name_`

FC ターゲット fcadmin config -t target_adapter-name_`

FC イニシエータ fcadmin config -t initiator_adapter-name_`
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新しいコントローラとシャーシで HA 状態を設定

コントローラとシャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要がありま
す。

手順

1. 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 の状態が mcc である必要があります。

2. 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 mcc 」

「 ha-config modify chassis mcc 」

3. ノードを停止しますノードは 'LOADER>` プロンプトで停止します

4. 各ノードで ' システムの日付 ' 時刻 ' タイムゾーンを確認しますつまり ' 日付を表示します

5. 必要に応じて、日付を UTC またはグリニッジ標準時（ GMT ）に設定します。「 set date <mm/dd/yyyy>`

」

6. ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して ' 時刻を確認します

7. 必要に応じて、時刻を UTC または GMT:' 設定時刻 <:hh:mm:ss>` で設定します

8. 設定を保存します： saveenv

9. 環境変数 :printenv' を収集します

10. ノードをブートして保守モードに戻り、設定の変更が反映されるようにします。「 boot_ontap maint 」

11. 行った変更が有効であることを確認し、 ucadmin に FC イニシエータポートがオンラインで表示されるよ
うにします。

HBA のタイプ 使用するコマンド

CNA ucadmin show

FC fcadmin show`

12. ha-config モードを確認します。「 ha-config show

a. 次の出力があることを確認します。

*> ha-config show

Chassis HA configuration: mcc

Controller HA configuration: mcc
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新しいコントローラとシャーシで HA 状態を設定

コントローラとシャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要がありま
す。

手順

1. 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 の状態が mcc である必要があります。

MetroCluster 構成の内容 HA の状態

2 ノード mcc-2n

4 ノードまたは 8 ノード MCC

2. 表示されたコントローラのシステム状態が正しくない場合は、コントローラモジュールとシャーシの HA

状態を設定します。

MetroCluster 構成の内容 問題コマンド

• 2 ノード * 「 ha-config modify controller mcc-2n 」という形式
で指定します

「 ha-config modify chassis mcc-2n 」というように
なりました

• 4 ノードまたは 8 ノード * 「 ha-config modify controller mcc 」

「 ha-config modify chassis mcc 」

ルートアグリゲートディスクを再割り当てします

前の手順で確認したシステム ID を使用して、ルートアグリゲートディスクを新しいコントローラモジュール
に再割り当てします

このタスクについて

このタスクはメンテナンスモードで実行します。

古いシステム ID は、で識別されています "アップグレード前に情報を収集"。

この手順の例では、次のシステム ID を持つコントローラを使用します。

ノード 古いシステム ID 新しいシステム ID

node_B_1 4068741254 1574774970
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手順

1. 他のすべての接続を新しいコントローラモジュール（ FC-VI 、ストレージ、クラスタインターコネクトな
ど）にケーブル接続します。

2. システムを停止して 'LOADER' プロンプトからメンテナンス・モードで起動します

「 boot_ontap maint 」を使用してください

3. node_B_1 A700 が所有するディスクを表示します。

「ディスクショー - A` 」

次の出力例は、新しいコントローラモジュールのシステム ID （ 1574774970 ）を示しています。ただ
し、ルートアグリゲートディスクは古いシステム ID （ 4068741254 ）で所有されます。この例で表示さ
れているのは、 MetroCluster 構成の他のノードが所有するドライブではありません。

*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

  DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME

DR HOME

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

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

...

rr18:9.126L44 node_B_1-A700(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:9.126L49 node_B_1-A700(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:8.126L21 node_B_1-A700(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:8.126L2  node_B_1-A700(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:8.126L3  node_B_1-A700(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:9.126L27 node_B_1-A700(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

...

4. ドライブシェルフのルートアグリゲートディスクを新しいコントローラに再割り当てします。

「ディスクの再割り当て -s old-sysid-d_new-sysid_`

次の例は、ドライブの再割り当てを示しています。
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*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49

[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS

bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this

controller.

y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 4068741254.

Do you want to continue (y/n)? y

5. すべてのディスクが期待どおりに再割り当てされていることを確認します

*> disk show

Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

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

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

rr18:8.126L18 node_B_1-A900(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:9.126L49 node_B_1-A900(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:8.126L21 node_B_1-A900(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:8.126L2  node_B_1-A900(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:9.126L29 node_B_1-A900(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:8.126L1  node_B_1-A900(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

*>

6. アグリゲートのステータスを表示します。「 aggr status 」を選択します
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*> aggr status

           Aggr            State       Status           Options

aggr0_node_b_1-root    online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,

                           mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                           fast zeroed

                           64-bit

7. パートナーノード（ node_B_2 - A900 ）に対して上記の手順を繰り返します。

新しいコントローラをブートします

コントローラのフラッシュイメージを更新するには、ブートメニューからコントローラをリブートする必要が
あります。暗号化が設定されている場合は、追加の手順が必要です。

このタスクについて

このタスクはすべての新しいコントローラで実行する必要があります。

手順

1. ノードを停止します

2. 外部キー管理ツールが設定されている場合は、関連する bootargs を設定します。

'setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address'

'setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask`

'setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

'setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id

3. ブートメニューを表示します：「 boot_ontap menu

4. ルート暗号化を使用問題する場合は、キー管理設定の boot menu コマンドを使用します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション

オンボードキー管理 オプション 10 を選択し、画面の指示に従って、キ
ー管理ツールの構成をリカバリまたはリストアする
ために必要な入力を指定します

外部キー管理 オプション 11 を選択し、画面の指示に従って、キ
ー管理ツールの設定をリカバリまたはリストアする
ために必要な入力を指定します

5. 自動ブートが有効になっている場合は、 control-C を押して自動ブートを中断します

6. ブートメニューからオプション（ 6 ）を実行します。
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オプション 6 を指定すると、完了前にノードが 2 回リブートされます

システム ID 変更プロンプトに「 y 」と入力します。2 回目のリブートメッセージが表示されるまで待ち
ます。

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. partner-sysid が正しいことをダブルチェックします :printenv partner-sysid

partner-sysid が正しくない場合は、「 setenv partner-sysid_partner-SysID_` 」と設定します

8. ルート暗号化を使用問題する場合は、キー管理設定に対して boot menu コマンドを再度実行します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション

オンボードキー管理 オプション 10 を選択し、画面の指示に従って、キ
ー管理ツールの構成をリカバリまたはリストアする
ために必要な入力を指定します

外部キー管理 オプション 11 を選択し、画面の指示に従って、キ
ー管理ツールの設定をリカバリまたはリストアする
ために必要な入力を指定します

ノードが完全にブートするまで、ブートメニュープロンプトで「 recover_xxxxxxxx_keymanager 」コマ
ンドを何度も問題に接続する必要がある場合があります。

9. ノード「 boot_ontap 」をブートします

10. 交換したノードがブートするまで待ちます。

いずれかのノードがテイクオーバーモードの場合は、「 storage failover giveback 」コマンドを使用して
ギブバックを実行します。

11. すべてのポートが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。

a. ブロードキャストドメインを表示します。

「 network port broadcast-domain show 」

b. 必要に応じて、ブロードキャストドメインにポートを追加します。

"ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します"

c. インタークラスタ LIF をホストする物理ポートを対応するブロードキャストドメインに追加します。

d. 新しい物理ポートをホームポートとして使用するようにクラスタ間 LIF を変更します。

e. クラスタ間 LIF が起動したら、クラスタピアのステータスを確認し、必要に応じてクラスタピアリン
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グを再確立します。

クラスタピアリングの再設定が必要になる場合があります。

"クラスタピア関係を作成"

f. 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。

"VLAN を作成する"

"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"

12. 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 "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 「 securitykey manager external restore -vserver

svm-node __ key -server_host_name

LIF の設定を確認

スイッチバックの前に、 LIF が適切なノード / ポートにホストされていることを確認します。次の手順を実行
する必要があります

このタスクについて

このタスクは site_B で実行します。ノードはルートアグリゲートでブートされています。

手順

1. スイッチバックの前に、 LIF が適切なノードとポートにホストされていることを確認します。

a. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

b. ポート設定を無視して LIF が適切に配置されるようにします。

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

-node _active_port_after_upgrade _ -lif LIF_name -home-node _new_node_name _

「 vserver config override 」コマンド内で「 network interface modify 」コマンドを入力する場合、 Tab

autoccomplete 機能は使用できません。autoccomplete を使用して「 network interface modify 」を作成
し、「 vserver config override 」コマンドで囲むことができます。
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a. admin 権限レベルに戻ります。 +set -privilege admin

2. インターフェイスをホームノードにリバートします。

「 network interface revert * -vserver_vserver-name に指定します

必要に応じて、すべての SVM でこの手順を実行します。

MetroCluster 構成をスイッチバックします

新しいコントローラを設定したら、 MetroCluster 構成をスイッチバックして構成を通常動作に戻します。

このタスクについて

このタスクでは、スイッチバック処理を実行して MetroCluster 構成を通常動作に戻します。次の図に示すよ
うに、site_Aのノードはまだアップグレードを待っています。（この図は環境 でもFAS9000をFAS9500コン
トローラにアップグレードした場合を示しています）。

手順

1. site_B の MetroCluster node show コマンドを問題し ' 出力を確認します

a. 新しいノードが正しく表示されることを確認します。

b. 新しいノードの状態が「 Waiting for switchback 」であることを確認します。

2. クラスタをスイッチバックします。

MetroCluster スイッチバック
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3. スイッチバック処理の進捗を確認します。

「 MetroCluster show 」

出力に「 waiting-for-switchback 」と表示されたら、スイッチバック処理はまだ進行中です。

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                switchover

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                waiting-for-switchback

                          AUSO Failure Domain -

出力に「 normal 」と表示された場合、スイッチバック処理は完了しています。

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status

show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。このコマンド
は、 advanced 権限レベルで実行します。

MetroCluster 構成の健全性を確認します

コントローラモジュールをアップグレードしたら、 MetroCluster 構成の健全性を確認する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、 MetroCluster 構成の任意のノードで実行できます。

手順

1. MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. 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 」
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b. MetroCluster チェックを実行します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

c. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

を実行したあと metrocluster check run および metrocluster check show 次の例のような
エラーが表示されることがあります。

Cluster_A:: node_A_1 (non-overridable veto): DR partner NVLog mirroring

is not online. Make sure that the links between the two sites are

healthy and properly configured.

+ このエラーは、アップグレードプロセス中のコントローラの不一致が原因で発生します。このエラーは
無視してsite_Aのノードのアップグレードに進みます

site_A でノードをアップグレードします

site_A でアップグレードタスクを繰り返します

ステップ

1. 同じ手順を繰り返して、 site_A のノードをアップグレードします "アップグレードを準備"。

タスクを実行すると、サイトおよびノードへのすべてのサンプル参照が反転されます。たとえば、この例
で site_A からスイッチオーバーする場合は、 site_B からスイッチオーバーします

カスタム AutoSupport メッセージをメンテナンス後に送信します

アップグレードの完了後、ケースの自動作成を再開できるように、メンテナンスの終了を通知する
AutoSupport メッセージを送信する必要があります。

ステップ

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. 次のコマンドを問題に設定します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表
示されます

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。

Tiebreaker による監視をリストアします

MetroCluster 構成が Tiebreaker ソフトウェアで監視するように設定されている場合は、 Tiebreaker 接続をリ
ストアできます。
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1. の手順を使用します。 "MetroCluster 構成を追加しています" MetroCluster Tiebreaker のインストールと設
定セクションで、次の手順を実行します。

4 ノード MetroCluster FC 構成でのコントローラのアップグレ
ード。スイッチオーバーとスイッチバックに「 system
controller replace 」コマンドを使用（ ONTAP 9.10.1 以降）

このガイドに記載された自動 MetroCluster スイッチオーバー処理を使用して、 4 ノード
MetroCluster FC 構成のコントローラを無停止でアップグレードできます。この手順の一
部として他のコンポーネント（ストレージシェルフやスイッチなど）をアップグレード
することはできません。

サポートされるプラットフォームの組み合わせ

• サポートされるプラットフォームアップグレードの組み合わせについては、のMetroCluster FCアップグレ
ードの表を参照してください "コントローラのアップグレード手順 を選択します"。

を参照してください https://["アップグレードまたは更新方法を選択します"] を参照してください。

このタスクについて

• この手順は、コントローラのアップグレードにのみ使用できます。

ストレージシェルフやスイッチなど、構成内の他のコンポーネントは同時にアップグレードできません。

• この手順環境コントローラモジュールは、 4 ノード MetroCluster FC 構成です。

• プラットフォームで ONTAP 9.10.1 以降が実行されている必要があります。

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

• この手順を使用して、 NSO ベースの自動スイッチオーバーとスイッチバックを使用して、 4 ノード
MetroCluster FC 構成のコントローラをアップグレードできます。アグリゲートの再配置（ ARL ）を使用
してコントローラをアップグレードする場合は、を参照してください https://["ONTAP 9.8 以降を実行して
いるコントローラハードウェアをアップグレードするには、「 system controller replace 」コマンドを使
用します"]。NSO ベースの自動化された手順を使用することを推奨します。

• MetroCluster サイトが物理的に 2 つの異なる場所にある場合は、 NSO コントローラの自動アップグレー
ド手順を使用して、両方のサイトのコントローラを順番にアップグレードする必要があります。

• この NSO ベースのコントローラの自動アップグレード手順を使用すると、 MetroCluster ディザスタリカ
バリ（ DR ）サイトでコントローラの交換を開始できます。コントローラの交換は一度に 1 つのサイトで
しか開始できません。

• サイト A でコントローラの交換を開始するには、サイト B からコントローラの交換開始コマンドを実行
する必要があります交換処理ガイドは、サイト A の両方のノードのコントローラのみを交換する場合に使
用します。サイト B のコントローラを交換するには、サイト A からコントローラ交換の開始コマンドを
実行する必要がありますコントローラを交換するサイトを示すメッセージが表示されます。

この手順では、次の名前が使用されています。
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• site_A

◦ アップグレード前：

▪ node_A_1 - 古い

▪ Node_a_2-old

◦ アップグレード後：

▪ node_A_1 - 新規

▪ Node_a_2 - 新規

• site_B

◦ アップグレード前：

▪ node_B_1 - 古い

▪ node_B_2 - 古い

◦ アップグレード後：

▪ node_B_1 - 新規

▪ node_B_2 - 新規

アップグレードの準備を行います

コントローラのアップグレードを準備するには、システムの事前確認を実行し、構成情報を収集する必要があ
ります。

アップグレードのどの段階でも、サイト A から「 system controller replace show 」または「 system

controller replace show -details 」コマンドを実行してステータスを確認できます。コマンドから何も出力され
ない場合は、数分待ってからコマンドを再実行してください。

手順

1. サイト A からコントローラの自動交換用手順を開始して、サイト B のコントローラを交換します。

'System controller replace start' （システムコントローラの交換開始

自動処理によって事前確認が実行されます。問題が見つからなかった場合は処理が一時停止するため、構
成に関連する情報を手動で収集できます。

現在のソースシステムと互換性のあるすべてのターゲットシステムが表示されます。ソー
スコントローラを、異なるバージョンの ONTAP または互換性のないプラットフォームの
コントローラと交換した場合、自動処理が停止し、新しいノードがブートされたあとにエ
ラーが報告されます。クラスタを正常な状態に戻すには、手動のリカバリ手順に従う必要
があります。

「 system controller replace start 」コマンドで、次の事前確認エラーが報告されることがあります。
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Cluster-A::*>system controller replace show

Node        Status         Error-Action

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

Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check

showed errors in component aggregates

アグリゲートのミラーされていないか、別のアグリゲート問題が原因で、このエラーが発生していないか
どうかを確認してくださいすべてのミラーアグリゲートが正常で、デグレードまたはミラーデグレードで
ないことを確認します。このエラーの原因がミラーされていないアグリゲートのみである場合は、「
system controller replace start 」コマンドで「 -skip-metrocluster-check true 」オプションを選択すること
で、このエラーを無視できます。リモートストレージにアクセスできる場合、ミラーされていないアグリ
ゲートはスイッチオーバー後にオンラインになります。リモートストレージリンクに障害が発生すると、
ミラーされていないアグリゲートがオンラインになりません。

2. サイト B にログインし、「 system controller replace show 」または「 system controller replace show

-details 」コマンドのコンソールメッセージに表示されるコマンドに従って、設定情報を手動で収集しま
す。

アップグレード前に情報を収集

アップグレードの実行前にルートボリュームが暗号化されている場合は、暗号化された古いルートボリューム
を含む新しいコントローラをブートするために、バックアップキーとその他の情報を収集する必要がありま
す。

このタスクについて

このタスクは、既存の MetroCluster FC 構成で実行します。

手順

1. 既存のコントローラのケーブルにラベルを付けておくと、新しいコントローラをセットアップするときに
識別しやすくなります。

2. バックアップキーやその他の情報を取得するコマンドを表示します。

「 system controller replace show 」と表示されます

パートナークラスタから 'how コマンドの下に一覧表示されているコマンドを実行します

3. MetroCluster 構成内のノードのシステム ID を収集します。

MetroCluster node show -fields node-systemid 、 dr-partner-systemid'

交換用手順では、これらのシステム ID を新しいコントローラモジュールのシステム ID に置き換えます。

この 4 ノード MetroCluster FC 構成の例では、次の古いシステム ID が取得されます。

◦ node_A_1 - 古い： 4068741258

◦ node_A_2 - 古い： 4068741260

◦ node_B_1 - 古い： 4068741254

◦ node_B_2 - 古い： 4068741256
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metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-

partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id        cluster           node            node-systemid

ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid

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

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

1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258

4068741260              4068741256             4068741256

1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260

4068741258              4068741254             4068741254

1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254

4068741256              4068741258             4068741260

1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256

4068741254              4068741260             4068741258

4 entries were displayed.

この 2 ノード MetroCluster FC 構成の例では、次の古いシステム ID が取得されます。

◦ node_A_1 ： 4068741258

◦ node_B_1 ： 4068741254

metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid

dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid

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

1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254

1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -

2 entries were displayed.

4. 各ノードのポートと LIF の情報を収集

ノードごとに次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ 'network interface show -role cluster, node-mgmt

◦ 'network port show -node node_name -type physical ’

◦ 'network port vlan show -node -node-name _`

◦ 「 network port ifgrp show -node node_name 」 - instance 」を指定します

◦ 「 network port broadcast-domain show 」

◦ 「 network port reachability show-detail` 」と表示されます

◦ network ipspace show

◦ volume show

◦ 「 storage aggregate show
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◦ 「 system node run -node _node-name_sysconfig -a 」のように入力します

5. MetroCluster ノードが SAN 構成になっている場合は、関連情報を収集します。

次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ 「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

◦ 「 fcp interface show -instance 」の略

◦ 「 iscsi interface show 」と表示されます

◦ ucadmin show

6. ルートボリュームが暗号化されている場合は、 key-manager に使用するパスフレーズを収集して保存し
ます。

「 securitykey-manager backup show 」を参照してください

7. MetroCluster ノードがボリュームまたはアグリゲートに暗号化を使用している場合は、キーとパスフレー
ズに関する情報をコピーします。

追加情報の場合は、を参照してください https://["オンボードキー管理情報の手動でのバックアップ"^]。

a. オンボードキーマネージャが設定されている場合：

「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください

パスフレーズは、あとでアップグレード手順で必要になります。

b. Enterprise Key Management （ KMIP ）が設定されている場合は、次のコマンドを問題で実行しま
す。

「 securitykey-manager external show -instance 」

「セキュリティキーマネージャのキークエリ」

8. 設定情報の収集が完了したら、処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

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 構成またはその他のサードパーティアプリケーショ
ン（たとえば、 ClusterLion ）で既存の構成を監視している場合は、古いコントローラを交換する前に、
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. http://["既存の MetroCluster 設定を削除します"^] Tiebreaker ソフトウェアから。

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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古いコントローラの交換と新しいコントローラのブート

情報を収集して処理を再開すると、スイッチオーバー処理が自動化されます。

このタスクについて

自動化処理によってスイッチオーバーが開始され、 heal-aggregates`および `heal root-aggregates
操作：これらの処理が完了すると、処理は* paused for user intervention *で一時停止します。これにより、を
使用して、コントローラをラックに設置し、パートナーコントローラをブートし、ルートアグリゲートディス

クをフラッシュバックアップから新しいコントローラモジュールに再割り当てできます sysids さっき集ま
った。

作業を開始する前に

スイッチオーバーを開始する前に自動化処理が一時停止するため、サイト B のすべての LIF が「稼働」して
いることを手動で確認できます必要に応じて 'down' の LIF を up にし 'system controller replace resume' コマ
ンドを使用して自動化処理を再開します

古いコントローラのネットワーク構成を準備しています

新しいコントローラでネットワークが正常に再開されるようにするには、 LIF を共通ポートに移動して、古い
コントローラのネットワーク設定を削除する必要があります。

このタスクについて

• 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。

• で収集した情報を使用します [アップグレードの準備を行います]。

手順

1. 古いノードをブートし、ノードにログインします。

「 boot_ontap 」

2. 古いコントローラのすべてのデータ LIF のホームポートを、新旧両方のコントローラモジュールで同じ共
通ポートに割り当てます。

a. LIF を表示します。

「 network interface show 」を参照してください

SAN と NAS を含むすべてのデータ LIF は ' スイッチオーバーサイト（ cluster_A ）で稼働しているた
め ' 管理上の "" および運用上の "" ダウン "" になります

b. の出力を確認して、クラスタポートとして使用されていない新旧両方のコントローラで同じ共通の物
理ネットワークポートを特定します。

たとえば、「 e0d 」は古いコントローラ上の物理ポートであり、新しいコントローラ上にも存在しま
す。「 e0d 」は、クラスタポートとしても、新しいコントローラ上でも使用されません。

プラットフォームモデルのポートの用途については、を参照してください https://["NetApp Hardware

Universe の略"^]

c. すべてのデータ LIF で共通ポートをホームポートとして使用するように変更します。
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「 network interface modify -vserver svm -name _ -lif data -lif lif _ -home-port_port -id 」と入力します

次の例では、これは「 e0d 」です。

例：

network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

3. ブロードキャストドメインを変更して、削除する必要がある VLAN と物理ポートを削除します。

「 broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain_domain-name-name_ports_node-name ： port-id_`

」

すべての VLAN ポートと物理ポートについて、この手順を繰り返します。

4. クラスタポートをメンバーポートとして使用し、インターフェイスグループをメンバーポートとして使用
している VLAN ポートをすべて削除します。

a. VLAN ポートを削除します。

「 network port vlan delete -node-node-name-vlan-name_portid -vlandid_ 」のように指定します

例：

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. インターフェイスグループから物理ポートを削除します。

「 network port ifgrp remove-port -node-node_name -ifgrp_interface-group-name _ port_portid 」の形
式で指定します

例：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d

a. ブロードキャストドメインから VLAN ポートとインターフェイスグループポートを削除します。

'network port broadcast-domain remove-ports -ipspace_ipspace -broadcast-domain_domain

-name_ports_nodename ： portname 、 nodename ： portname _ 、

b. 必要に応じて、他の物理ポートをメンバーとして使用するようにインターフェイスグループポートを
変更します。

ifgrp add-port -node node_name -ifgrp interface -group-name_port_port-id`

5. ノードを停止します。

halt -inhibit-takeover true -node node_name `
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この手順は両方のノードで実行する必要があります。

新しいコントローラをセットアップする

新しいコントローラをラックに設置してケーブルを接続する必要があります。

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. コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。

https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"^]

4. 新しいコントローラモジュールに固有の FC-VI カードがない場合、および古いコントローラの FC-VI カー
ドに新しいコントローラの互換性がある場合は、 FC-VI カードを交換し、正しいスロットに取り付けま
す。

を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" を参照してください。

5. コントローラの電源、シリアルコンソール、および管理接続を、 MetroCluster インストールおよび設定ガ
イド _ の説明に従ってケーブル接続します。

この時点で古いコントローラから切断されていた他のケーブルは接続しないでください。

https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"^]

6. 新しいノードに電源を投入し、 LOADER プロンプトを表示するよう求められたら Ctrl+C キーを押しま
す。

新しいコントローラのネットブート

新しいノードを設置したら、ネットブートを実行して、新しいノードが元のノードと同じバージョンの
ONTAP を実行するようにする必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された
ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセス
できる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを配置する必要があります。

このタスクは、新しい各コントローラモジュールで実行します。

手順

1. にアクセスします https://["ネットアップサポートサイト"^] システムのネットブートの実行に使用するファ
イルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

2. ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから該当する ONTAP ソフトウェア
をダウンロードし、 Web にアクセスできるディレクトリに image.tgz ファイルを保存します。

3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。

プラットフォームモデル 作業
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FAS/AFF8000 シリーズシステム ターゲットディレクトリに version_image.tgzfile の
内容を展開します。 tar -zxvf ONTAP-version

_image.tgz 注： Windows で内容を展開する場合
は、 7-Zip または WinRAR を使用してネットブー
トイメージを展開します。ディレクトリの一覧に、
カーネルファイル netboot/ kernel を含むネットブー
トフォルダが表示される必要があります

その他すべてのシステム ディレクトリの一覧に、カーネルファイルがあるネ
ットブートフォルダを含める必要があります。
ONTAP-version _image.tgz ファイルを展開する必
要はありません。

4. LOADER プロンプトで、管理 LIF のネットブート接続を設定します。

◦ IP アドレスが DHCP の場合は、自動接続を設定します。

ifconfig e0M -auto

◦ IP アドレスが静的な場合は、手動接続を設定します。

ifconfig e0M -addr= ip_addr-mask= netmask `-gw= gateway `

5. ネットブートを実行します。

◦ プラットフォームが 80xx シリーズシステムの場合は、次のコマンドを使用します。

netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`

◦ プラットフォームが他のシステムの場合は、次のコマンドを使用します。

netboot\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

6. ブートメニューからオプション * （ 7 ） Install new software first * を選択し、新しいソフトウェアイメー
ジをダウンロードしてブートデバイスにインストールします。

 Disregard the following message: "This procedure is not supported for

Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive

upgrades of software, not to upgrades of controllers.

. 手順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、「 y

」と入力し、パッケージの入力を求められたらイメージファイルの URL 「 ¥

http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-

version_image.tgz` 」を入力します

Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.

7. 次のようなプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップしてください
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Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}

8. 次のようなプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します

The node must be rebooted to start using the newly installed software.

Do you want to reboot now? {y|n}

コントローラモジュールでの設定の消去

MetroCluster 構成で新しいコントローラモジュールを使用する前に、既存の構成をクリ
アする必要があります。

手順

1. 必要に応じて、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

「 halt 」

2. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト値に設定します。

「デフォルト設定」

3. 環境を保存します。

'aveenv

4. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap menu

5. ブートメニューのプロンプトで、設定を消去します。

wipeconfig

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

ノードがリブートし、もう一度ブートメニューが表示されます。

6. ブートメニューでオプション * 5 * を選択し、システムをメンテナンスモードでブートします。

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

HBA 構成をリストアしています

コントローラモジュールに HBA カードが搭載されているかどうかや設定によっては、サイトで使用するため
に正しく設定する必要があります。

手順
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1. メンテナンスモードで、システム内の HBA の設定を行います。

a. ucadmin show と入力し、各ポートの現在の設定を確認します

b. 必要に応じてポートの設定を更新します。

HBA のタイプと目的のモード 使用するコマンド

CNA FC ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter-name _ `

CNA イーサネット ucadmin modify -mode cna_adapter-name_`

FC ターゲット fcadmin config -t target_adapter-name_`

FC イニシエータ fcadmin config -t initiator_adapter-name_`

2. 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。

3. ノードをブートしてメンテナンスモードに戻り、設定の変更が反映されるようにします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

4. 変更内容を確認します。

HBA のタイプ 使用するコマンド

CNA ucadmin show

FC fcadmin show`

ルートアグリゲートディスクの再割り当て中です

前の手順で確認した「 sysconfig 」を使用して、ルートアグリゲートディスクを新しいコントローラモジュー
ルに再割り当てします

このタスクについて

このタスクはメンテナンスモードで実行します。

古いシステム ID は、で識別されています "アップグレード前に情報を収集"。

この手順の例では、次のシステム ID を持つコントローラを使用します。

ノード 古いシステム ID 新しいシステム ID

node_B_1 4068741254 1574774970
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手順

1. 他のすべての接続を新しいコントローラモジュール（ FC-VI 、ストレージ、クラスタインターコネクトな
ど）にケーブル接続します。

2. システムを停止し、 LOADER プロンプトからメンテナンスモードでブートします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

3. node_B_1 古いが所有するディスクを表示します。

「ディスクショー - A` 」

コマンド出力に、新しいコントローラモジュール（ 1574774970 ）のシステム ID が表示されます。ただ
し、ルートアグリゲートディスクは古いシステム ID （ 4068741254 ）で所有されます。この例で表示さ
れているのは、 MetroCluster 構成の他のノードが所有するドライブではありません。

*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

  DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME

DR HOME

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

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

...

rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

...

4. ドライブシェルフのルートアグリゲートディスクを新しいコントローラに再割り当てします。

「ディスクの再割り当て -s old-sysid-d_new-sysid_`

次の例は、ドライブの再割り当てを示しています。
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*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49

[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS

bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this

controller.

y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 4068741254.

Do you want to continue (y/n)? y

5. すべてのディスクが想定どおりに再割り当てされていることを確認します。

「ディスクショー」

*> disk show

Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

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

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

rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

*>
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6. アグリゲートのステータスを表示します。

「 aggr status 」を入力します

*> aggr status

           Aggr            State       Status           Options

aggr0_node_b_1-root        online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,

                           mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                           fast zeroed

                           64-bit

7. パートナーノードで上記の手順を繰り返します（ node_B_2 - 新規）。

新しいコントローラのブート

コントローラのフラッシュイメージを更新するには、ブートメニューからコントローラをリブートする必要が
あります。暗号化が設定されている場合は、追加の手順が必要です。

VLAN とインターフェイスグループを再設定できます。必要に応じて、「 system controller replace resume

」コマンドを使用して処理を再開する前に、クラスタ LIF とブロードキャストドメインのポートを手動で変更
します。

このタスクについて

このタスクはすべての新しいコントローラで実行する必要があります。

手順

1. ノードを停止します。

「 halt 」

2. 外部キー管理ツールが設定されている場合は、関連する bootargs を設定します。

'setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address'

'setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask`

'setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

'setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id

3. ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

4. ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを選択します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション
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オンボードキー管理 オプション "10 `"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

外部キー管理 オプション "11`"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

5. 自動ブートが有効になっている場合は、 Ctrl+C を押して自動ブートを中断します

6. ブートメニューからオプション "6`" を実行します

オプション "6`" を選択すると ' 完了前にノードが 2 回再起動されます

システム ID 変更プロンプトに「 y 」と入力します。2 回目のリブートメッセージが表示されるまで待ち
ます。

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. partner-sysid が正しいことを確認します。

printenv partner-sysid

partner-sysid が正しくない場合は、次のように設定します。

'setenv partner-sysid_partner-SysID_`

8. ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを再度選択します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション

オンボードキー管理 オプション "10 `"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

外部キー管理 オプション "11`"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。
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キー・マネージャの設定に応じて '10 またはオプション 11 を選択し ' 最初のブート・メニュー・プロンプ
トでオプション 6 を選択して 'recovery 手順を実行しますノードを完全にブートするには ' オプション "1"

によって続行されるリカバリ手順 ( 通常のブート ) を繰り返す必要がある場合があります

9. ノードをブートします。

「 boot_ontap 」

10. 交換したノードがブートするまで待ちます。

いずれかのノードがテイクオーバーモードの場合は、「 storage failover giveback 」コマンドを使用して
ギブバックを実行します。

11. すべてのポートが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。

a. ブロードキャストドメインを表示します。

「 network port broadcast-domain show 」

b. 必要に応じて、ブロードキャストドメインに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"^]

c. インタークラスタLIFをホストする物理ポートを対応するブロードキャストドメインに追加します。

d. 新しい物理ポートをホームポートとして使用するようにクラスタ間 LIF を変更します。

e. クラスタ間 LIF が起動したら、クラスタピアのステータスを確認し、必要に応じてクラスタピアリン
グを再確立します。

クラスタピアリングの再設定が必要になる場合があります。

"クラスタピア関係を作成"

f. 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"^]

a. パートナークラスタが到達可能であり、パートナークラスタで設定が再同期されたことを確認しま
す。

metrocluster switchback -simulate true

12. 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
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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 「 securitykey manager external restore -vserver

svm-node __ key -server_host_name

13. 処理を再開する前に、 MetroCluster が正しく設定されていることを確認してください。ノードのステータ
スを確認します。

MetroCluster node show

新しいノード（ site_B ）の状態が「 Waiting for switchback state * from site_A 」であることを確認します

14. 処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

アップグレードを完了します

自動処理では、検証システムのチェックが実行されたあと一時停止するため、ネットワークの到達可能性を確
認できます。検証が完了すると、リソースの再取得フェーズが開始され、自動化処理によってサイト A でス
イッチバックが実行され、アップグレード後のチェックで一時停止されます。自動処理を再開すると、アップ
グレード後のチェックが実行され、エラーが検出されない場合はアップグレードが完了としてマークされま
す。

手順

1. コンソールメッセージに従って、ネットワークの到達可能性を確認します。

2. 検証が完了したら、処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

3. 自動化処理では、サイト A でスイッチバックが実行され、アップグレード後のチェックが実行されます。
処理が一時停止した場合は、コンソールメッセージに従って SAN LIF のステータスを手動で確認し、ネッ
トワーク設定を確認します。

4. 検証が完了したら、処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

5. アップグレード後チェックのステータスを確認します。

「 system controller replace show 」と表示されます

アップグレード後のチェックでエラーが報告されなかった場合、アップグレードは完了です。

6. コントローラのアップグレードが完了したら、サイト B でログインし、交換したコントローラが正しく設
定されていることを確認します。
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Tiebreaker 監視をリストアしています

MetroCluster 構成が Tiebreaker ソフトウェアで監視するように設定されている場合は、 Tiebreaker 接続をリ
ストアできます。

1. の手順を使用します http://["MetroCluster 構成を追加しています"]。

スイッチオーバーとスイッチバックを使用した MetroCluster
IP 構成でのコントローラのアップグレード（ ONTAP 9.8 以降
）

ONTAP 9.8 以降では、 MetroCluster スイッチオーバー処理を使用して、パートナークラ
スタのコントローラモジュールをアップグレードする際にクライアントに無停止でサー
ビスを提供できます。この手順の一部として他のコンポーネント（ストレージシェルフ
やスイッチなど）をアップグレードすることはできません。

この手順 でサポートされているプラットフォーム

• プラットフォームで ONTAP 9.8 以降が実行されている必要があります。

• ターゲット（新規）プラットフォームは、元のプラットフォームとは異なるモデルである必要がありま
す。

• シェルフ内蔵のプラットフォームモデルはサポートされていません。

• MetroCluster IP構成では、この手順 を使用してアップグレードできるプラットフォームモデルは限られて
います。

◦ サポートされるプラットフォームアップグレードの組み合わせについては、のMetroCluster IPアップ
グレードの表を参照してください "コントローラのアップグレード手順 を選択します"。

を参照してください https://["アップグレードまたは更新方法を選択します"] を参照してください。

このタスクについて

• この手順環境コントローラモジュールは MetroCluster IP 構成です。

• 構成内のすべてのコントローラは、同じメンテナンス期間にアップグレードする必要があります。

このメンテナンス作業以外では、コントローラタイプが異なる MetroCluster 構成を運用することはできま
せん。

• サポートされているファームウェアバージョンが IP スイッチで実行されている必要があります。

• 新しいプラットフォームのスロット数が元のシステムのスロット数より少ない場合、またはポートのタイ
プが異なる場合は、新しいシステムにアダプタを追加しなければならないことがあります。

詳細については、を参照してください https://["NetApp Hardware Universe の略"]。

• 元のプラットフォームの IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイを新しいプラットフォームで再利用
します。

• この手順では、次の名前が使用されています。
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◦ site_A

▪ アップグレード前：

▪ node_A_1 - 古い

▪ Node_a_2-old

▪ アップグレード後：

▪ node_A_1 - 新規

▪ Node_a_2 - 新規

◦ site_B

▪ アップグレード前：

▪ node_B_1 - 古い

▪ node_B_2 - 古い

▪ アップグレード後：

▪ node_B_1 - 新規

▪ node_B_2 - 新規

MetroCluster IP 構成のコントローラをアップグレードするためのワークフロー

ワークフロー図は、アップグレードタスクを計画する際に役立ちます。
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アップグレードの準備を行います

既存の MetroCluster 構成に変更を加える前に、構成の健全性を確認し、新しいプラットフォームを準備し、
その他のタスクを実行する必要があります。

コントローラをアップグレードする前に MetroCluster スイッチの RCF ファイルを更新しています

古いプラットフォームモデルに応じて、またはスイッチの設定が最小バージョンでない場合、またはバックエ
ンド MetroCluster 接続で使用する VLAN ID を変更する場合は、プラットフォームのアップグレード手順を開
始する前にスイッチの RCF ファイルを更新する必要があります。

このタスクについて

次のシナリオで RCF ファイルを更新する必要があります。

• 特定のプラットフォームモデルでは、バックエンド MetroCluster IP 接続でサポートされている VLAN ID

をスイッチが使用している必要があります。古いプラットフォームモデルまたは新しいプラットフォーム
モデルの表に、サポートされる VLAN ID を使用しない * プラットフォームモデルが含まれている場合
は、スイッチの RCF ファイルを更新する必要があります。
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ローカルクラスタ接続では任意の VLAN を使用でき、指定した範囲内にある必要はありま
せん。

プラットフォームモデル（新旧） サポートされる VLAN ID

• AFF A400 • 10.

• 20

• 101 ~ 4096 の範囲の任意の値。

• サポートされている最小限の RCF バージョンでスイッチ設定が構成されていませんでした：

スイッチモデル 必要な RCF ファイルのバージョン

Cisco 3132Q-V の設定 1.7 以降

Cisco 3232C 1.7 以降

Broadcom BES-53248 の場合 1.3 以降

• VLAN の設定を変更する。

VLAN ID の範囲は 101 ～ 4096 です。

site_A のコントローラをアップグレードすると、 site_A のスイッチがアップグレードされます。

手順

1. 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。

使用しているスイッチベンダーに対応する手順については、を参照してください "MetroCluster IP のイン
ストールと設定"。

◦ "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"

2. RCF ファイルをダウンロードしてインストールします。

の手順に従います "MetroCluster IP のインストールと設定"。

◦ "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"

古いノードから新しいノードへのポートのマッピング

node_A_1 の古い物理ポートが、 node_A_1 の新しい物理ポートに正しくマッピングされ、アップグレード後
に node_A_1 の新しいノードがクラスタ内の他のノードおよびネットワークと通信できることを確認する必
要があります。
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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、交換前の古いノードの最新の設定が再生さ
れます。node_A_1 を新規にブートすると、 ONTAP は node_A_1 の古いポートで使用されていた LIF をホス
トしようとします。そのため、アップグレードの一環として、ポートと LIF の設定を古いノードと互換性があ
るように調整する必要があります。アップグレード手順では、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。

次の表に、新しいノードのポート要件に関連する設定変更の例を示します。

クラスタインターコネクトの物理ポート

古いコントローラ 新しいコントローラ 必要なアクション

e0a 、 e0b e3a 、 e3b 一致するポートがありません。ア
ップグレード後にクラスタポート
を再作成する必要があります。

e0c 、 e0d e0a 、 e0b 、 e0c 、 e0d e0c と e0d は同じポートです。構
成を変更する必要はありません
が、アップグレード後は、使用可
能なクラスタポートにクラスタ LIF

を分散させることができます。

手順

1. 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。

コントローラのポートの用途は、プラットフォームモジュールおよび MetroCluster IP 構成で使用するス
イッチ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から収集できます "NetApp

Hardware Universe の略"。

2. ポートの使用状況を計画し、次の表に新しいノードごとに参考情報を記入します。

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_A_1 - 古い node_A_1 - 新規

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
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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

新しいコントローラのネットブート

新しいノードを設置したら、ネットブートを実行して、新しいノードが元のノードと同じバージョンの
ONTAP を実行するようにする必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された
ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセス
できる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを配置する必要があります。

手順

1. 新しいコントローラをネットブートします。

a. にアクセスします https://["ネットアップサポートサイト"] システムのネットブートの実行に使用する
ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

b. ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェ
アをダウンロードし、「 ONTAP-version _image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクト
リに保存します。

c. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。

プラットフォームモデ
ル

作業
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8000シリーズシステム 「 __ontap -version ___image.tgz 」ファイルの内容をターゲットディレク
トリに展開します。

「 tar -zxvf_ontap - version _image.tgz 」にあります

Windows で内容を展開する場合は、 7-Zip または WinRAR

を使用してネットブートイメージを展開します。ディレクト
リの一覧に、カーネルファイル netboot/ kernel を含むネット
ブートフォルダが表示される必要があります

ディレクトリの一覧に、カーネルファイルを含むネットブートフォルダが
含まれるようにします。

netboot/ カーネル

その他すべてのシステ
ム

ディレクトリの一覧に、カーネルファイルを含むネットブートフォルダが
含まれるようにします。

`_ontap - version_image.tgz

「 _ONTAP-version_image.tgz 」ファイルを抽出する必要はありません。

d. LOADER プロンプトで、管理 LIF のネットブート接続を設定します。

IP アドレス 作業

DHCP 自動接続を設定します。

ifconfig e0M -auto

静的 手動接続を設定します。

ifconfig e0M -addr= ip_addr-mask= netmask _

-gw= _gateway`

e. ネットブートを実行します。

プラットフォームモデル 作業

FAS/AFF8000 シリーズシステム ネットブート http://[]

その他すべてのシステム netboot\http://_web_server_ip/path_to_web-

accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

f. ブートメニューからオプション (7) Install new software first を選択して、新しいソフトウェアイメ
ージをダウンロードし、ブートデバイスにインストールします。

次のメッセージは無視してください。
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「この手順は、 HA ペアでの無停止アップグレードではサポートされていません」というメッセージが表
示されます。IT 環境：ソフトウェアの無停止アップグレード。コントローラのアップグレードは対象外。

a. 手順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 'y' と入力し ' パッケージの入力を求め
られたら ' イメージ・ファイルの URL を入力します

http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

b. 必要に応じてユーザ名とパスワードを入力するか、 Enter キーを押して続行します。

c. 次のようなプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップしてください

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} **n**

d. 次のようなプロンプトが表示されたら 'y' を入力して再起動します

The node must be rebooted to start using the newly installed

software. Do you want to reboot now? {y|n}

コントローラモジュールでの設定の消去

MetroCluster 構成で新しいコントローラモジュールを使用する前に、既存の構成をクリ
アする必要があります。

手順

1. 必要に応じて、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

「 halt 」

2. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト値に設定します。

「デフォルト設定」

3. 環境を保存します。

'aveenv

4. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap menu

5. ブートメニューのプロンプトで、設定を消去します。

wipeconfig

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

ノードがリブートし、もう一度ブートメニューが表示されます。
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6. ブートメニューでオプション * 5 * を選択し、システムをメンテナンスモードでブートします。

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

サイトのアップグレード前の MetroCluster の健全性の確認

アップグレードを実行する前に、 MetroCluster 構成の健全性と接続を確認する必要があります。

手順

1. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. ノードがマルチパスであるかどうかを確認します。 +node run -node node_name sysconfig

-a

このコマンドは、 MetroCluster 構成のノードごとに問題で実行する必要があります。

b. 「 storage disk show -broken 」の構成に破損ディスクがないことを確認してください

このコマンドは、 MetroCluster 構成の各ノードで問題を実行する必要があります。

c. ヘルスアラートがないかどうかを確認します。

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

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

d. クラスタのライセンスを確認します。

「 system license show 」を参照してください

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

e. ノードに接続されているデバイスを確認します。

「 network device-discovery show 」のように表示されます

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

f. 両方のサイトでタイムゾーンと時間が正しく設定されていることを確認します。

cluster date show

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。時刻とタイムゾーンを設定するには
'cluster date コマンドを使用します

2. MetroCluster 構成の運用モードを確認し、 MetroCluster チェックを実行

a. MetroCluster の構成と動作モードが「 normal 」であることを確認します。 + MetroCluster show

b. 想定されるすべてのノードが表示されることを確認します。 + MetroCluster node show `

c. 次のコマンドを問題に設定します。
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「 MetroCluster check run 」のようになります

d. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

3. Config Advisor ツールを使用して MetroCluster のケーブル接続を確認します。

a. Config Advisor をダウンロードして実行します。

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

b. 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。

アップグレード前に情報を収集

アップグレードの開始前に各ノードについて情報を収集し、必要に応じてネットワークブロードキャストドメ
インを調整し、 VLAN やインターフェイスグループを削除して、暗号化情報を収集する必要があります。

手順

1. 各ノードの物理的なケーブル接続をメモし、必要に応じてケーブルにラベルを付けて新しいノードを正し
くケーブル接続できるようにします。

2. 各ノードについて、インターコネクト、ポート、および LIF の情報を収集します。

ノードごとに次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ MetroCluster interconnect show

◦ 「 MetroCluster configurion-settings connection show 」を参照してください

◦ 'network interface show -role cluster, node-mgmt

◦ network port show -node node_name -type physical

◦ 'network port vlan show -node -node-name _`

◦ 「 network port ifgrp show -node node_name 」 - instance 」を指定します

◦ 「 network port broadcast-domain show 」

◦ 「 network port reachability show-detail` 」と表示されます

◦ network ipspace show

◦ volume show

◦ 「 storage aggregate show

◦ 「 system node run -node _node-name_sysconfig -a 」のように入力します

◦ 「 vserver fcp initiator show 」のように表示されます

◦ 「 storage disk show 」を参照してください

◦ 「 MetroCluster configurion-settings interface show 」を参照してください

3. site_B （プラットフォームを現在アップグレード中のサイト）の UUID を収集します。

MetroCluster node show -fields node-cluster.uuid 、 node-uuid
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アップグレードを正常に実行するには、新しい site_B のコントローラモジュールでこれらの値を正確に
設定する必要があります。あとでアップグレードプロセスの適切なコマンドに値をコピーできるように、
ファイルに値をコピーします。

次の例は、 UUID を指定したコマンドの出力を示しています。

cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid

  (metrocluster node show)

dr-group-id cluster     node   node-uuid

node-cluster-uuid

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

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

1           cluster_A node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

1           cluster_A node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

1           cluster_B node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

1           cluster_B node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

4 entries were displayed.

cluster_B::*

UUID を次のようなテーブルに記録することを推奨します。

クラスタまたはノード UUID

cluster_B 07958819 - 9ac6-11e7-9b42 - 00a098c9e55d

node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42 -00a098c9e55d

node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-117-bd4e-00a098c379f です

cluster_A ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

Node_a_2 aa9a7a7a1-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. MetroCluster ノードが SAN 構成になっている場合は、関連情報を収集します。

次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ 「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

◦ 「 fcp interface show -instance 」の略

108



◦ 「 iscsi interface show 」と表示されます

◦ ucadmin show

5. ルートボリュームが暗号化されている場合は、 key-manager に使用するパスフレーズを収集して保存し
ます。

「 securitykey-manager backup show 」を参照してください

6. MetroCluster ノードがボリュームまたはアグリゲートに暗号化を使用している場合は、キーとパスフレー
ズに関する情報をコピーします。

追加情報の場合は、を参照してください https://["オンボードキー管理情報の手動でのバックアップ"]。

a. オンボード・キー・マネージャが構成されている場合： +'securitykey-manager onboard show-backup

パスフレーズは、あとでアップグレード手順で必要になります。

b. Enterprise Key Management （ KMIP ）が設定されている場合は、次のコマンドを問題で実行しま
す。

「 securitykey manager external show -instance 」 'ecurity key manager key query 」を参照してくだ
さい

7. 既存のノードのシステム ID を収集します。

「 MetroCluster node show -fields node-systemid 、 ha-partner-systemid 、 dr-partner-systemid 、 dr-

auxiliary-systemid 」を指定します

次の出力は、再割り当てされたドライブを示しています。

::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-

partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-

partner-systemid dr-auxiliary-systemid

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

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

1           cluster_A node_A_1   537403324     537403323

537403321           537403322

1           cluster_A node_A_2   537403323     537403324

537403322           537403321

1           cluster_B node_B_1   537403322     537403321

537403323           537403324

1           cluster_B node_B_2   537403321     537403322

537403324           537403323

4 entries were displayed.
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メディエーターまたは Tiebreaker の監視を削除しています

プラットフォームをアップグレードする前に、 MetroCluster 設定を Tiebreaker またはメディエーターユーテ
ィリティで監視している場合は、監視を解除する必要があります。

手順

1. 次のコマンドの出力を収集します。

「 storage iscsi-initiator show 」のように表示されます

2. Tiebreaker 、メディエーター、またはスイッチオーバーを開始できるその他のソフトウェアから既存の
MetroCluster 構成を削除します。

使用するポート 使用する手順

Tiebreaker http://["MetroCluster 設定の削除"] MetroCluster

Tiebreaker インストールおよび設定ガイドのを参照
してください

メディエーター ONTAP プロンプトで次のコマンドを問題に設定し
ます。

MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除され
ました

サードパーティ製アプリケーション 製品マニュアルを参照してください。

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）を実行システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メン
テナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクについて

このタスクは MetroCluster サイトごとに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. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours  」
というメッセージが表示されます

「 maintenance-window-in-hours 」パラメータには、メンテナンス時間の長さを最大 72 時間指定しま
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、メンテナンス期間が終了したことを通知す
る AutoSupport メッセージを起動できます。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示さ
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れます

3. 同じ手順をパートナーサイトでも実行します。

MetroCluster 設定をスイッチオーバーしています

site_B のプラットフォームをアップグレードできるように、設定を site_A にスイッチオーバーする必要があ
ります。

このタスクについて

このタスクは site_A で実行する必要があります

このタスクを完了すると、 cluster_A はアクティブになり、両方のサイトでデータを提供します。cluster_B

が非アクティブで、アップグレードプロセスを開始できる状態です。

手順

1. site_B のノードをアップグレードできるように、 MetroCluster 構成を site_A にスイッチオーバーしま
す。

a. cluster_A で次のコマンドを問題します。

MetroCluster switche-controller-replacement true

この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

b. スイッチオーバー処理を監視します。

「 MetroCluster operation show 」を参照してください

c. 処理が完了したら、ノードがスイッチオーバー状態であることを確認します。

「 MetroCluster show 」

d. MetroCluster ノードのステータスを確認します。
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MetroCluster node show

コントローラのアップグレード中は、ネゴシエートスイッチオーバー後のアグリゲートの自動修復が無効
になります。

インターフェイス設定を削除し、古いコントローラをアンインストールします

データ LIF を共通ポートに移動して古いコントローラの VLAN やインターフェイスグループを削除し、コン
トローラを物理的にアンインストールする必要があります。

このタスクについて

• 以下の手順は、古いコントローラ（ node_B_1 古い、 node_B_2 ）で実行します。

• で収集した情報を参照してください "古いノードから新しいノードへのポートのマッピング"。

手順

1. 古いノードをブートして、ノードにログインします。

「 boot_ontap 」

2. 古いコントローラのすべてのデータ LIF のホームポートを、新旧両方のコントローラモジュールで同じ共
通ポートに割り当てます。

a. LIF を表示します。

「 network interface show 」を参照してください

SAN と NAS を含むすべてのデータ LIF は、スイッチオーバーサイト（ cluster_A ）で稼働しているた
め、管理上および運用上のダウン状態になります。

b. の出力を確認して、クラスタポートとして使用されていない新旧両方のコントローラで同じ共通の物
理ネットワークポートを特定します。

たとえば、 e0d は古いコントローラの物理ポートで、新しいコントローラにも存在します。e0d は、
クラスタポート、または新しいコントローラ上で使用されません。

プラットフォームモデルのポートの用途については、を参照してください https://["NetApp Hardware

Universe の略"]

c. すべてのデータ LIF で共通のポートをホームポートとして使用するように変更します。 +network

interface modify -vserver svm -name ___-lif data_-lif LIF_name -home-node

port_id

次の例では、これは「 e0d 」です。

例：

network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

3. クラスタポートをメンバーポートとして使用し、 ifgrp をメンバーポートとして使用している VLAN ポー
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トを削除します。

a. VLAN ポートを削除します。 +network port vlan delete -node_node-name _ vlan-

name_portid -vlandid

例：

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. インターフェイスグループから物理ポートを削除します。

「 network port ifgrp remove-port -node-node_name -ifgrp_interface-group-name _ port_portid 」の形
式で指定します

例：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d

a. ブロードキャストドメインから VLAN ポートとインターフェイスグループポートを削除します。

'network port broadcast-domain remove-ports -ipspace_ipspace -broadcast-domain_domain

-name_ports_nodename ： portname 、 nodename ： portname _ 、

b. 必要に応じて、他の物理ポートをメンバーとして使用するようにインターフェイスグループポートを
変更します。

ifgrp add-port -node node_name -ifgrp interface -group-name_port_port-id`

4. ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

「 halt -inhibit-takeover true 」と入力します

5. site_B の古いコントローラのシリアルコンソール（ node_B_1 古いコントローラと node_B_2 古いコント
ローラ）に接続し、 LOADER プロンプトが表示されていることを確認します。

6. bootarg の値を収集します。

printenv

7. node_B_1 古いと node_B_2 のストレージ接続とネットワーク接続を切断し、新しいノードに再接続でき
るようにケーブルにラベルを付けます。

8. node_B_1 から古いおよび node_B_2 から電源ケーブルを外します。

9. node_B_1 古いコントローラと node_B_2 の古いコントローラをラックから取り外します。

新しいプラットフォームに対応するためのスイッチ RCF の更新

スイッチは、新しいプラットフォームモデルをサポートする構成に更新する必要があります。

このタスクについて
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このタスクは、現在アップグレード中のコントローラを含むサイトで実行します。この手順の例では、まず
site_B をアップグレードします。

site_A のコントローラをアップグレードすると、 site_A のスイッチがアップグレードされます。

手順

1. 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。

使用しているスイッチベンダーの手順で次の手順を実行します。

"MetroCluster IP のインストールと設定"

◦ "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"

2. RCF ファイルをダウンロードしてインストールします。

使用しているスイッチベンダーに対応する手順については、を参照してください "MetroCluster IP のイン
ストールと設定"。

◦ "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"

新しいコントローラを設定します

コントローラをラックに設置して設置し、メンテナンスモードで必要なセットアップを実行してから、コント
ローラをブートし、コントローラの LIF の設定を確認する必要があります。

新しいコントローラをセットアップする

新しいコントローラをラックに設置してケーブルを接続する必要があります。

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. コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。

https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"]

4. 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 "MetroCluster IP のインストールと設
定"。

◦ "IP スイッチのケーブル接続"

5. 新しいノードの電源をオンにして、メンテナンスモードでブートします。
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HBA 構成をリストアしています

コントローラモジュールに HBA カードが搭載されているかどうかや設定によっては、サイトで使用するため
に正しく設定する必要があります。

手順

1. メンテナンスモードで、システム内の HBA の設定を行います。

a. ポートの現在の設定を確認します。

ucadmin show

b. 必要に応じてポートの設定を更新します。

HBA のタイプと目的のモード 使用するコマンド

CNA FC ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter-name _ `

CNA イーサネット ucadmin modify -mode cna_adapter-name_`

FC ターゲット fcadmin config -t target_adapter-name_`

FC イニシエータ fcadmin config -t initiator_adapter-name_`

2. 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。

3. ノードをブートしてメンテナンスモードに戻り、設定の変更が反映されるようにします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

4. 変更内容を確認します。

HBA のタイプ 使用するコマンド

CNA ucadmin show

FC fcadmin show`

新しいコントローラとシャーシで HA 状態を設定

コントローラとシャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要がありま
す。

手順

1. 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。
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「 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。

2. 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 」を参照してください

「 ha-config modify chassis mccip 」を参照してください

MetroCluster の bootarg IP 変数の設定

新しいコントローラモジュールには特定の MetroCluster IP bootarg 値を設定する必要があります。これらの
値は、古いコントローラモジュールに設定されている値と一致する必要があります。

このタスクについて

このタスクでは、のアップグレード手順で前述した UUID とシステム ID を使用します "アップグレード前に
情報を収集"。

手順

1. アップグレード対象のノードが AFF A400 、 FAS8300 、 FAS8700 のいずれかのモデルの場合は、
LOADER プロンプトで次の bootarg を設定します。

'etenvarge.MCC.port_a_ip_config_local-ip-address/local-ip-mask'0 、 ha-partner-ip-address 、 dr-partner-

ip-address 、 dr-aux-partnerip-address 、 vlan-id_`

「 etenvarge.MCC.port_b_ip_config_local-ip-address/local-ip-mask, 0,ha-partner-ip-address 、 dr-partner-

ip-address 、 dr-aux-partnerip-address 、 vlan-id_` 」を指定します

インターフェイスがデフォルトの VLAN を使用している場合、 vlan-id は不要です。

次のコマンドは、最初のネットワークに VLAN 120 を、 2 番目のネットワークに VLAN 130 を使用して、
node_B_1 の新しい値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130

次のコマンドは、最初のネットワークに VLAN 120 を、 2 番目のネットワークに VLAN 130 を使用して、
node_B_2 の値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
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次の例は、デフォルトの VLAN を使用している場合の node_B_1 に対するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12

次の例は、デフォルトの VLAN を使用している場合の node_B_2 に対するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13

2. アップグレード対象のノードが前の手順でリストされていない場合は、各サバイバーノードの LOADER

プロンプトで「 local_IP/mask 」で次の bootargs を設定します。

'etenvarge.MCC.port_a_ip_config_local-ip-address/local-ip-mask'0 、 ha-partner-ip-address 、 dr-partner

ip-address 、 dr-aux-partnerip-address 、 dr-aux-aux-partnerip-address

'etenvarge.MCC.port_b_ip_config_local-ip-address/local-ip-mask'0 、 ha-partner-ip-address 、 dr-partner-

ip-address 、 dr-aux-partnerip-address 、 dr-aux-aux-partnerip-address

次のコマンドは、 node_B_1 について新しい値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12

次のコマンドは、 node_B_2 の値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13

3. 新しいノードの LOADER プロンプトで、 UUID を設定します。

「 etenv bootarg.mgwd.partner_uuid_partner -cluster-UUID_` 」と入力します

「 etenv bootarg.mgwd.cluster_ue_local-cluster-UUID_` 」と入力します

「 etenv bootarge.MCC.pri_partner_uuid_dr-partner -node-UUID_` 」と入力します
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'etenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid dr-au-partner -UUID`

「 etenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid local-node-UUID` 」と入力します

a. node_B_1 で UUID を設定します。

次の例は、 node_B_1 で新規の UUID を設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-

00a098ca379f

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-

00a098908039

b. node_B_2 の UUID を設定します。 new ：

次の例は、 node_B_2 の UUID を設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. 元のシステムが ADP 用に設定されていた場合は、交換用ノードの LOADER プロンプトで ADP を有効に
します。

'etenv bootarg.me.adp_enabled true

5. 次の変数を設定します。

「 etenv bootarg.me.local_config_id_original-sys-sys-id_` 」を返します

「 etenv bootarge.MCC.DR_PARTNER_DR-partner -sys-id_` 」を選択します

「 bootarg env.MCC.local_config_id` 」変数は、 * 元の * コントローラモジュール
node_B_1 の sys-id に設定する必要があります。

a. node_B_1 で変数を設定します。

次の例は、 node_B_1 で新規の値を設定するコマンドを示しています。
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setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324

b. node_B_2 の変数を設定します。

次の例は、 node_B_2 の値を設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323

6. 外部キー管理ツールで暗号化を使用する場合は、必要な bootargs を設定します。

「 etenv bootarg.kmip.init.ipaddr` 」を参照してください

「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask` 」を参照してください

「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway` 」を参照してください

「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.interface` 」を参照してください

ルートアグリゲートディスクの再割り当て中です

前の手順で確認したシステム ID を使用して、ルートアグリゲートディスクを新しいコントローラモジュール
に再割り当てします。

このタスクについて

以下の手順はメンテナンスモードで実行します。

手順

1. システムをメンテナンスモードでブートします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

2. メンテナンスモードのプロンプトから node_B_1 で新しいディスクを表示します。

「ディスクショー - A` 」

コマンド出力に、新しいコントローラモジュール（ 1574774970 ）のシステム ID が表示されます。ただ
し、ルートアグリゲートディスクの所有者は古いシステム ID （ 537403322 ）になります。この例で表示
されているのは、 MetroCluster 構成の他のノードが所有するドライブではありません。
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*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

DISK                  OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

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

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

prod3-rk18:9.126L44   node_B_1-old(537403322)  Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod4-rk18:9.126L49   node_B_1-old(537403322)  Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod4-rk18:8.126L21   node_B_1-old(537403322)  Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod2-rk18:8.126L2    node_B_1-old(537403322)  Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod2-rk18:8.126L3    node_B_1-old(537403322)  Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod1-rk18:9.126L27   node_B_1-old(537403322)  Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

.

.

.

3. ドライブシェルフのルートアグリゲートディスクを新しいコントローラに再割り当てします。

ADP を使用する環境 使用するコマンド

はい。 「ディスクの再割り当て -s old-sysid-d_new-sysid_

-r_dr -partner sysid_`

いいえ 「ディスクの再割り当て -s old-sysid-d_new-sysid_`

4. ドライブシェルフのルートアグリゲートディスクを新しいコントローラに再割り当てします。

「ディスク再割り当て -s old-sysid -d new-sysid 」

次の例は、 ADP 以外の構成でのドライブの再割り当てを示しています。
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*> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 537403322.

Do you want to continue (y/n)? y

5. ルートアグリゲートのディスクが正しく再割り当てされていることを確認します。 old-remove ：

「ディスクショー」

「ストレージ・アグリゲートのステータス」
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*> disk show

Local System ID: 537097247

  DISK                    OWNER                    POOL   SERIAL NUMBER

HOME                     DR HOME

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

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

prod03-rk18:8.126L18 node_B_1-new(537097247)  Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod04-rk18:9.126L49 node_B_1-new(537097247)  Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod04-rk18:8.126L21 node_B_1-new(537097247)  Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod02-rk18:8.126L2  node_B_1-new(537097247)  Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod02-rk18:9.126L29 node_B_1-new(537097247)  Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod01-rk18:8.126L1  node_B_1-new(537097247)  Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

::>

::> aggr status

           Aggr          State           Status                Options

aggr0_node_B_1           online          raid_dp, aggr         root,

nosnap=on,

                                         mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                                         fast zeroed

                                         64-bit

新しいコントローラのブート

新しいコントローラをブートする必要があります。 bootarg 変数が正しいことを確認し、必要に応じて暗号化
のリカバリ手順を実行するように注意してください。

手順

1. 新しいノードを停止します。

「 halt 」

2. 外部キー管理ツールが設定されている場合は、関連する bootargs を設定します。

'setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address'

'setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask`

'setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address
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'setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id

3. partner-sysid が現在のものかどうかを確認します。

printenv partner-sysid

partner-sysid が正しくない場合は、次のように設定します。

'setenv partner-sysid_partner-SysID_`

4. ONTAP ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

5. ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを選択します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション

オンボードキー管理 オプション 10

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

外部キー管理 オプションは 11 です

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

6. 起動メニューから「 (6) Update flash from backup config 」を選択します。

オプション 6 を指定すると、完了前にノードが 2 回リブートされます

システム ID 変更プロンプトに「 y 」と入力します。2 回目のリブートメッセージが表示されるまで待ち
ます。

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. LOADER で、 bootarg の値を確認し、必要に応じて値を更新します。

の手順を使用します "MetroCluster の bootarg IP 変数の設定"。

8. partner-sysid が正しいことを確認します。

printenv partner-sysid

partner-sysid が正しくない場合は、次のように設定します。
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'setenv partner-sysid_partner-SysID_`

9. ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを再度選択します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション

オンボードキー管理 オプション 10

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

外部キー管理 オプション "11`"

プロンプトに従って、キー管理ツールの構成をリカ
バリおよびリストアするために必要な入力を指定し
ます。

キー・マネージャの設定に応じて '10 またはオプション 11 を選択し ' 最初のブート・メニュー・プロンプ
トでオプション 6 を選択して 'Recovery 手順を実行しますノードを完全にブートするには ' オプション "1"

によって続行されるリカバリ手順 ( 通常のブート ) を繰り返す必要がある場合があります

10. 交換したノードがブートするまで待ちます。

いずれかのノードがテイクオーバーモードの場合は、「 storage failover giveback 」コマンドを使用して
ギブバックを実行します。

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 「 securitykey manager external restore -vserver

svm-node __ key -server_host_name

12. すべてのポートが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。

a. ブロードキャストドメインを表示します。

「 network port broadcast-domain show 」

b. 必要に応じて、ブロードキャストドメインに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"]

c. 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"]

LIF の設定を確認およびリストアする

アップグレード手順の開始時にマッピングされた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。

この tsak について

• このタスクは site_B で実行します

• で作成したポートマッピング計画を確認します "古いノードから新しいノードへのポートのマッピング"。

手順

1. スイッチバックの前に、 LIF が適切なノードとポートにホストされていることを確認します。

a. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

b. ポート設定を無視して LIF が適切に配置されるようにします。

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

-node _active_port_after_upgrade _ -lif LIF_name -home-node _new_node_name _

vserver config override コマンドで network interface modify コマンドを入力した場合は、 tab

autoccomplete 機能を使用することはできません。autoccomplete を使用してネットワーク 'interface

modify' を作成してから 'vserver config override' コマンドで囲むことができます

a. admin 権限レベルに戻ります。

「特権管理者」

2. インターフェイスをホームノードにリバートします。

「 network interface revert * -vserver_vserver-name に指定します

必要に応じて、すべての SVM でこの手順を実行します。

MetroCluster 設定を元に戻します

このタスクでは、スイッチバック処理を実行し、 MetroCluster 構成が通常運用時の状態に戻ります。site_A

のノードはまだアップグレード待ちです。
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手順

1. site_B の MetroCluster node show コマンドを問題し ' 出力を確認します

a. 新しいノードが正しく表示されることを確認します。

b. 新しいノードの状態が「 Waiting for switchback 」であることを確認します。

2. アクティブなクラスタ（アップグレードを実行していないクラスタ）の任意のノードから必要なコマンド
を実行して、修復とスイッチバックを実行します。

a. データアグリゲートを修復します。 + MetroCluster heal aggregates `

b. ルートアグリゲートを修復します。

MetroCluster はルートを修復します

c. クラスタをスイッチバックします。

MetroCluster スイッチバック

3. スイッチバック処理の進捗を確認します。

「 MetroCluster show 」

出力に「 waiting-for-switchback 」と表示されたら、スイッチバック処理はまだ進行中です。

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                switchover

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                waiting-for-switchback

                          AUSO Failure Domain -
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出力に normal と表示された場合、スイッチバック処理は完了しています。

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status

show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。このコマンド
は、 advanced 権限レベルで実行します。

MetroCluster 構成の健常性を確認しています

コントローラモジュールをアップグレードしたら、 MetroCluster 構成の健全性を確認する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、 MetroCluster 構成の任意のノードで実行できます。

手順

1. MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します。 + MetroCluster show `

b. MetroCluster チェックを実行します + MetroCluster チェックを実行します

c. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

2. MetroCluster の接続およびステータスを確認します。

a. MetroCluster IP 接続を確認します。

「 storage iscsi-initiator show 」のように表示されます

b. ノードが動作していることを確認します。

MetroCluster node show

c. MetroCluster IP インターフェイスが動作していることを確認します。

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

d. ローカルフェイルオーバーが有効になっていることを確認します。
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「 storage failover show 」をクリックします

cluster_A のノードをアップグレードします

cluster_A についてもアップグレード手順を繰り返す必要があります

手順

1. 同じ手順を繰り返して、 cluster_A のノードをアップグレードします "アップグレードの準備を行います
"。

タスクを実行すると、これらの例ではクラスタとノードをすべて逆に参照しています。たとえば、この例
で cluster_A からスイッチオーバーすると、 cluster_B からスイッチオーバーされます

Tiebreaker またはメディエーターの監視をリストアしています

MetroCluster 構成のアップグレードが完了したら、 Tiebreaker またはメディエーターユーティリティを使用
して監視を再開できます。

手順

1. 必要に応じて、構成に応じて手順を使用してリストアを監視します。

使用するポート この手順を使用します

Tiebreaker "MetroCluster 構成を追加しています"。

メディエーター リンク： ./install-

ip/concept_mediator_requirements.html

[Configuring the ONTAP Mediator service from a

MetroCluster IP configuration]

サードパーティ製アプリケーション 製品マニュアルを参照してください。

メンテナンス後にカスタム AutoSupport メッセージを送信する

アップグレードの完了後、ケースの自動作成を再開できるように、メンテナンスの終了を通知する
AutoSupport メッセージを送信する必要があります。

手順

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. 次のコマンドを問題で実行します。 + 「 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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スイッチオーバーとスイッチバックを使用して、MetroCluster
IP構成のAFF A700 / FAS9000からAFF A900 / FAS9500にコン
トローラをアップグレードする（ONTAP 9.10.1以降）

MetroCluster スイッチオーバー処理を使用すると、パートナークラスタのコントローラ
モジュールのアップグレード中もクライアントに無停止でサービスを提供できます。こ
の手順の一部として他のコンポーネント（ストレージシェルフやスイッチなど）をアッ
プグレードすることはできません。

このタスクについて

• AFF A700コントローラモジュールをAFF A900にアップグレードするには、コントローラでONTAP

9.10.1以降が実行されている必要があります。

• FAS9000コントローラモジュールをFAS9500にアップグレードするには、コントローラでONTAP

9.10.1P3以降が実行されている必要があります。

• 構成内のすべてのコントローラは、同じメンテナンス期間にアップグレードする必要があります。

AFF A700とAFF A900、またはFAS9000とFAS9500コントローラを使用したMetroCluster 構成の運用は、
この保守作業の外部ではサポートされません。

• サポートされているファームウェアバージョンが IP スイッチで実行されている必要があります。

• 元のプラットフォームの IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイを新しいプラットフォームで再利用
します。

• この手順 では、例と図の両方で次の名前が使用されています。

◦ site_A

▪ アップグレード前：

▪ node_A_1 - A700

▪ Node_a_2-A700

▪ アップグレード後：

▪ node_A_1 - A900

▪ Node_a_2-A900

◦ site_B

▪ アップグレード前：

▪ node_B_1 - A700

▪ node_B_2 - A700

▪ アップグレード後：

▪ Node_B_1-A900

▪ node_B_2 - A900

MetroCluster IP 構成のコントローラをアップグレードするためのワークフロー

ワークフロー図は、アップグレードタスクを計画する際に役立ちます。
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アップグレードを準備

既存の MetroCluster 構成に変更を加える前に、構成の健全性を確認し、新しいプラットフォームを準備し、
その他のタスクを実行する必要があります。

AFF A700またはFAS9000コントローラのスロット7をクリアします

AFF A900またはFAS9500のMetroCluster 構成では、スロット5と7にあるDRカードの各ポートのいずれかが
使用されます。アップグレードを開始する前に、AFF A700またはFAS9000のスロット7にカードがある場合
は、それらをクラスタのすべてのノード用の他のスロットに移動する必要があります。

コントローラをアップグレードする前に、 MetroCluster スイッチの RCF ファイルを更新してください

このアップグレードを実行するときは、MetroCluster スイッチでRCFファイルを更新する必要があります。次
の表に、AFF A900/FAS9500 MetroCluster IP構成でサポートされるVLAN範囲を示します。

プラットフォームモデル サポートされる VLAN ID
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• AFF A900またはFAS9500 • 10.

• 20

• 101 ~ 4096 の範囲の任意の値。

• サポートされている最小バージョンの RCF ファイルがスイッチに設定されていない場合は、 RCF ファイ
ルを更新する必要があります。使用しているスイッチモデルに対応した正しい RCF ファイルバージョン
については、を参照してください "RcfFileGenerator ツール"。次に、 RCF ファイルアプリケーションの
手順を示します。

手順

1. 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。

使用しているスイッチベンダーに対応する手順については、を参照してください "MetroCluster IP のイン
ストールと設定" 内容

◦ "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"

2. RCF ファイルをダウンロードしてインストールします。

の手順に従います "MetroCluster IP のインストールと設定" 内容

◦ "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"

古いノードから新しいノードへのポートのマッピング

AFF A700からAFF A900またはFAS9000からFAS9500にアップグレードした場合、データネットワークポー
ト、FCP SANアダプタポート、SASストレージポートとNVMeストレージポートは変更されません。データ
LIF は、アップグレード中もアップグレード後もそのままの状態になります。そのため、古いノードのネット
ワークポートを新しいノードにマッピングする必要はありません。

サイトをアップグレードする前に MetroCluster の健全性を確認

アップグレードを実行する前に、 MetroCluster 構成の健全性と接続を確認する必要があります。

手順

1. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. ノードがマルチパスであるかどうかを確認します。 +node run -node node_name sysconfig

-a

このコマンドは、 MetroCluster 構成のノードごとに問題で実行する必要があります。

b. 「 storage disk show -broken 」の構成に破損ディスクがないことを確認してください

このコマンドは、 MetroCluster 構成の各ノードで問題を実行する必要があります。

c. ヘルスアラートがないかどうかを確認します。
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「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

d. クラスタのライセンスを確認します。

「 system license show 」を参照してください

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

e. ノードに接続されているデバイスを確認します。

「 network device-discovery show 」のように表示されます

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。

f. 両方のサイトでタイムゾーンと時間が正しく設定されていることを確認します。

cluster date show

このコマンドは、各クラスタで問題を実行する必要があります。時刻とタイムゾーンを設定するには
'cluster date コマンドを使用します

2. MetroCluster 構成の運用モードを確認し、 MetroCluster チェックを実行

a. MetroCluster の構成と動作モードが「 normal 」であることを確認します。 + MetroCluster show

b. 想定されるすべてのノードが表示されることを確認します。 + MetroCluster node show `

c. 次のコマンドを問題に設定します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

d. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

3. Config Advisor ツールを使用して MetroCluster のケーブル接続を確認します。

a. Config Advisor をダウンロードして実行します。

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

b. 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。

アップグレード前に情報を収集

アップグレードの開始前に各ノードについて情報を収集し、必要に応じてネットワークブロードキャストドメ
インを調整し、 VLAN やインターフェイスグループを削除して、暗号化情報を収集する必要があります。

手順

1. 各ノードの物理的なケーブル接続をメモし、必要に応じてケーブルにラベルを付けて新しいノードを正し
くケーブル接続できるようにします。

2. ノードごとに次のコマンドの出力を収集します。
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◦ MetroCluster interconnect show

◦ 「 MetroCluster configurion-settings connection show 」を参照してください

◦ 'network interface show -role cluster, node-mgmt

◦ network port show -node node_name -type physical

◦ 'network port vlan show -node -node-name _`

◦ 「 network port ifgrp show -node node_name 」 - instance 」を指定します

◦ 「 network port broadcast-domain show 」

◦ 「 network port reachability show-detail` 」と表示されます

◦ network ipspace show

◦ volume show

◦ 「 storage aggregate show

◦ 「 system node run -node _node-name_sysconfig -a 」のように入力します

◦ 「 vserver fcp initiator show 」のように表示されます

◦ 「 storage disk show 」を参照してください

◦ 「 MetroCluster configurion-settings interface show 」を参照してください

3. site_B （プラットフォームが現在アップグレード中のサイト）の UUID を収集します。 MetroCluster

node show -fields node-cluster.uuid 、 node-uuid

アップグレードを正常に実行するには、新しい site_B のコントローラモジュールでこれらの値を正確に設
定する必要があります。あとでアップグレードプロセスの適切なコマンドに値をコピーできるように、フ
ァイルに値をコピーします。+ 次の例は、 UUID を指定したコマンドの出力を示しています。

cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid

   (metrocluster node show)

dr-group-id cluster     node   node-uuid

node-cluster-uuid

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

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

1           cluster_A node_A_1-A700 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

1           cluster_A node_A_2-A700 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

1           cluster_B node_B_1-A700 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

1           cluster_B node_B_2-A700 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

4 entries were displayed.

cluster_B::*

UUID を次のようなテーブルに記録することを推奨します。
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クラスタまたはノード UUID

cluster_B 07958819 - 9ac6-11e7-9b42 - 00a098c9e55d

node_B_1 - A700 f37b240b-9ac1-11e7-9b42 -00a098c9e55d

node_B_2 - A700 bf8e3f8f-9ac4-117-bd4e-00a098c379f です

cluster_A ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

node_A_1 - A700 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

Node_a_2-A700 aa9a7a7a1-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. MetroCluster ノードが SAN 構成になっている場合は、関連情報を収集します。

次のコマンドの出力を収集する必要があります。

◦ 「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

◦ 「 fcp interface show -instance 」の略

◦ 「 iscsi interface show 」と表示されます

◦ ucadmin show

5. ルート・ボリュームが暗号化されている場合は 'key-manager に使用するパスフレーズを収集して保存し
ますつまり 'security key-manager backup show

6. MetroCluster ノードがボリュームまたはアグリゲートに暗号化を使用している場合は、キーとパスフレー
ズに関する情報をコピーします。追加情報の場合は、を参照してください https://["オンボードキー管理情
報の手動でのバックアップ"^]。

a. Onboard Key Manager が設定されている場合： security key-manager onboard show-backup + アップ
グレード手順であとでパスフレーズが必要になります。

b. Enterprise Key Management （ KMIP ）が設定されている場合は、次のコマンドを問題で実行しま
す。

security key-manager external show -instance

security key-manager key query

7. 既存のノードのシステム ID を収集します。 MetroCluster node show -fields node-systemid 、 ha-partner-

systemid 、 dr-partner-systemid 、 dr-auxiliary-systemid

次の出力は、再割り当てされたドライブを示しています。
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::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-

partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-

partner-systemid dr-auxiliary-systemid

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

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

1           cluster_A node_A_1-A700   537403324     537403323

537403321           537403322

1           cluster_A node_A_2-A700   537403323     537403324

537403322          537403321

1           cluster_B node_B_1-A700   537403322     537403321

537403323          537403324

1           cluster_B node_B_2-A700   537403321     537403322

537403324          537403323

4 entries were displayed.

メディエーターまたは Tiebreaker の監視を削除します

プラットフォームをアップグレードする前に、 MetroCluster 設定を Tiebreaker またはメディエーターユーテ
ィリティで監視している場合は、監視を解除する必要があります。

手順

1. 次のコマンドの出力を収集します。

「 storage iscsi-initiator show 」のように表示されます

2. Tiebreaker 、メディエーター、またはスイッチオーバーを開始できるその他のソフトウェアから既存の
MetroCluster 構成を削除します。

使用するポート 使用する手順

Tiebreaker "MetroCluster 設定の削除" MetroCluster Tiebreaker

インストールおよび設定コンテンツで、を参照して
ください

メディエーター ONTAP プロンプトで次のコマンドを問題に設定し
ます。

MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除され
ました

サードパーティ製アプリケーション 製品マニュアルを参照してください。
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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 technical support that maintenance is

maintenance.システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メン
テナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクについて

このタスクは MetroCluster サイトごとに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. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours  」
というメッセージが表示されます

「 maintenance-window-in-hours 」パラメータには、メンテナンス時間の長さを最大 72 時間指定しま
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、メンテナンス期間が終了したことを通知す
る AutoSupport メッセージを起動できます。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示さ
れます

3. 同じ手順をパートナーサイトでも実行します。

MetroCluster 構成をスイッチオーバーします

site_B のプラットフォームをアップグレードできるように、設定を site_A にスイッチオーバーする必要があ
ります。

このタスクについて

このタスクは site_A で実行する必要があります

このタスクを完了すると、 site_A がアクティブになり、両方のサイトにデータが提供されます。site_B は非
アクティブで、アップグレードプロセスを開始する準備ができています。
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手順

1. site_B のノードをアップグレードできるように、 MetroCluster 構成を site_A にスイッチオーバーしま
す。

a. site_A で次のコマンドを問題に設定します。

MetroCluster switche-controller-replacement true

この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

b. スイッチオーバー処理を監視します。

「 MetroCluster operation show 」を参照してください

c. 処理が完了したら、ノードがスイッチオーバー状態であることを確認します。

「 MetroCluster show 」

d. MetroCluster ノードのステータスを確認します。

MetroCluster node show

コントローラのアップグレード中は、ネゴシエートスイッチオーバー後のアグリゲートの自動修復が無効
になります。site_B のノードは、 LOADER プロンプトで停止および停止します。
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AFF A700またはFAS9000プラットフォームのコントローラモジュールとNVSを取り外
します

このタスクについて

接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

手順

1. site_B の両方のノードから bootarg の値を収集します printenv

2. site_B のシャーシの電源をオフにします

AFF A700またはFAS9000コントローラモジュールを取り外します

次の手順 を使用して、AFF A700またはFAS9000コントローラモジュールを取り外します

手順

1. コントローラモジュールを取り外す前に、コントローラモジュールからコンソールケーブル（ある場合）
と管理ケーブルを外します。

2. コントローラモジュールのロックを解除してシャーシから取り外します。

a. カムハンドルのオレンジ色のボタンを下にスライドさせてロックを解除します。

カムハンドルのリリースボタン

カムハンドル

a. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジ
ュールをシャーシから引き出します。このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支
えてください。
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AFF A700またはFAS9000 NVSモジュールを取り外します

次の手順 を使用して、AFF A700またはFAS9000 NVSモジュールを取り外します。

メモ：NVSモジュールはスロット6にあり、システム内の他のモジュールと比較して高さが2倍になっていま
す。

手順

1. NVS のロックを解除し、スロット 6 から取り外します。

a. 文字と数字が記載された「カム」ボタンを押し下げます。カムボタンがシャーシから離れます。

b. カムラッチを下に回転させて水平にします。NVS がシャーシから外れ、数インチ移動します。

c. NVS をシャーシから取り外すには、モジュール前面の両側にあるプルタブを引いてください。

文字と数字が記載された I/O カムラッチ

ロックが完全に解除された I/O ラッチ

2. AFF A700またはFAS9000 NVSでコアダンプデバイスとして使用されるアドオンモジュールを使用してい
る場合、それらのモジュールをAFF A900またはFAS9500 NVSに転送しないでください。AFF A700また
はFAS9000コントローラモジュールとNVSからAFF A900またはFAS9500モジュールにパーツを転送しな
いでください。

AFF A900またはFAS9500 NVSとコントローラモジュールを取り付けます

アップグレードキットに含まれていたAFF A900またはFAS9500 NVSとコントローラモジュールをsite_Bの両
方のノードにインストールする必要がありますコアダンプデバイスをAFF A700またはFAS9000 NVSモジュー
ルからAFF A900またはFAS9500 NVSモジュールに移動しないでください。

このタスクについて

接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
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AFF A900またはFAS9500 NVSをインストールします

次の手順 を使用して、site_Bの両方のノードのスロット6にAFF A900またはFAS9500 NVSをインストールし
ます

手順

1. NVS をスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。

2. NVS をスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVS を所定の位
置にロックします。

文字と数字が記載された I/O カムラッチ

ロックが完全に解除された I/O ラッチ

AFF A900またはFAS9500コントローラモジュールを取り付けます。

次の手順 を使用して、AFF A900またはFAS9500コントローラモジュールをインストールします。

手順

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分ま
でそっと押し込みます。

2. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着しま
す。コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。注意：コネクタの破損
を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してくださ
い。

3. 管理ポートとコンソールポートをコントローラモジュールにケーブル接続します。
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カムハンドルのリリースボタン

カムハンドル

4. 各ノードのスロット 7 に 2 枚目の X91146A カードを取り付けます

a. e5b 接続を e7b に移動します。

b. e5a の接続を e5b に移動します。

に記載されているように、クラスタのすべてのノードのスロット 7 は空にする必要があ
ります [古いノードから新しいノードへのポートのマッピング] セクション。

5. シャーシの電源を入れ、シリアルコンソールに接続します。

6. BIOS の初期化後にノードで自動ブートが開始された場合は、 Ctrl-C を押して自動ブートを中断します

7. 自動ブートが中断されると、ノードは LOADER プロンプトで停止します。ブートを中断せずに node1 で
ブートが開始された場合は、プロンプトで Ctrl+C キーを押してブートメニューに移動します。ブートメ
ニューでノードが停止したら、オプション 8 を使用してノードをリブートし、リブート時に自動ブートを
中断します。

8. LOADER プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。 set-defaults

9. デフォルトの環境変数設定である saveenv を保存します

site_B のネットブートノード

AFF A900またはFAS9500コントローラモジュールとNVSを交換したら、AFF A900またはFAS9500ノードを
ネットブートして、クラスタで実行されているものと同じバージョンのONTAP とパッチレベルをインストー
ルする必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブ
ートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセスできる Web サーバに、
ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを追加する必要があります。AFF A900またはFAS9500コントローラモジ
ュールのブートメディアにインストールされているONTAP のバージョンは、シャーシに取り付けて電源がオ

141



ンになっていないかぎり確認できません。AFF A900またはFAS9500ブートメディア上のONTAP バージョ
ンは、アップグレード対象のAFF A700またはFAS9000システムで実行されているONTAP バージョンと同じ
で、プライマリブートイメージとバックアップブートイメージの両方が一致している必要があります。イメー
ジを設定するには、ネットブートを実行してからブートメニューの「 wipeconfig 」コマンドを実行します。
コントローラモジュールが以前に別のクラスタで使用されていた場合は、「 wipeconfig 」コマンドはブート
メディア上の残留設定をクリアします。

を開始する前に

• システムから HTTP サーバにアクセスできることを確認します。

• ご使用のシステムに必要なシステムファイルと、適切なバージョンの ONTAP をネットアップサポートサ
イトからダウンロードする必要があります。

このタスクについて

インストールされている ONTAP のバージョンが元のコントローラにインストールされているバージョンと異
なる場合は、新しいコントローラをネットブートする必要があります。新しいコントローラをそれぞれ取り付
けたら、 Web サーバに保存されている ONTAP 9 イメージからシステムをブートします。その後、以降のシ
ステムブートで使用するブートメディアデバイスに正しいファイルをダウンロードできます。

手順

1. にアクセスします https://["ネットアップサポートサイト"^] システムのネットブートの実行に使用するファ
イルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

2. [step2-download-software]] ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから適切
な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 ONTAP-version image.tgz 」ファイルを Web にアクセス
できるディレクトリに保存します。

3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。

4. ディレクトリの一覧に <ONTAP_version>\_image.tgz が表示されている必要があります。

5. 次のいずれかを実行してネットブート接続を設定します。

ネットブート接続として管理ポートおよび IP を使用する必要があります。アップグレード
の実行中にデータ LIF IP を使用しないでください。データ LIF が停止する可能性がありま
す。

Dynamic Host Configuration Protocol （ DCHP ）の
設定

作業

実行中です ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、
自動的に接続を設定します。 ifconfig e0M -auto
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実行されていません ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、
接続を手動で設定します。 ifconfig e0M -addr=

<filer_addr> -mask= <netmask> -gw= <gateway>

-dns= <dns_addr> domain= <dns_domain>

「 <filer_addr> 」は、ストレージ・システムの IP

アドレスです。<netmask> はストレージシステム
のネットワークマスクです。「 <gateway>` 」は、
ストレージシステムのゲートウェイです。「
<dns_addr> 」は、ネットワーク上のネームサーバ
の IP アドレスです。このパラメータはオプション
です。「 <dns_domain> 」は、 Domain Name

Service （ DNS ；ドメインネームサービス）ドメ
イン名です。このパラメータはオプションです。注
：使用しているインターフェイスによっては、他の
パラメータが必要になる場合もあります。ファーム
ウェア・プロンプトで「 help ifconfig 」と入力する
と、詳細が表示されます。

6. node_B_1 でネットブートを実行します：ネットブート http://<web_server_ip/

path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

「 <path_the_web-accessible_directory> 」は、「 <ONTAP_version>\_image.tgz 」をダウンロードした
場所に配置する必要があります 手順 2。

トランクを中断しないでください。

7. AFF A900またはFAS9500コントローラモジュールで実行されているnode_B_1がブートするまで待ち、次
のようにブートメニューオプションを表示します。

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.

(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)?

8. 起動メニューから ' オプション (7) Install new software first.`` を選択します このメニューオプションを選
択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダウンロードおよびインストールされます。注意
: 次のメッセージは無視してください : この手順は 'HA ペアでの無停止アップグレードではサポートされ

143

http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`
http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`


ていません 環境の無停止の ONTAP ソフトウェアアップグレード。コントローラのアップグレードは含
まれません。

新しいノードを希望するイメージに更新する場合は、必ずネットブートを使用してください。別の方法で
新しいコントローラにイメージをインストールした場合、正しいイメージがインストールされないことが
あります。この問題環境 All ONTAP リリース

9. 手順 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 'y' と入力し ' パッケージの入力を求めら
れたら 'URL:http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>\_image.tgz` と入
力します

10. 次の手順を実行してコントローラモジュールをリブートします。

a. 次のプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップしますバックアップ
構成を今すぐリストアしますか ? {y|n}`

b. 次のプロンプトが表示されたら 'y と入力して再起動します ' 新しくインストールしたソフトウェアの
使用を開始するには ' ノードを再起動する必要があります今すぐリブートしますか？{y|n}`` コントロー
ラモジュールは再フォーマットされたために再起動しますが、ブートメニューで停止します。そし
て、設定データを復元する必要があります。

11. プロンプトで「 wipeconfig 」コマンドを実行して、ブートメディアの以前の設定をクリアします。

a. 次のメッセージが表示されたら、回答は「 yes 」を選択します。これにより、クラスタメンバーシッ
プを含む重要なシステム構成が削除されます。警告：テイクオーバーされた HA ノードでは実行しな
いでください。続行してもよろしいですか ?:`

b. ノードがリブートして「 wipeconfig 」を終了し、ブートメニューで停止します。

12. ブート・メニューからオプション「 5 」を選択して、保守モードに切り替えます。ノードが保守モードで
停止して ' コマンド・プロンプト \*> が表示されるまで ' プロンプトを表示します回答

13. 上記の手順を繰り返して、 node_B_2 をネットブートします。

HBA 構成をリストア

コントローラモジュールに HBA カードが搭載されているかどうかや設定によっては、サイトで使用するため
に正しく設定する必要があります。

手順

1. メンテナンスモードで、システム内の HBA の設定を行います。

a. ポートの現在の設定を確認します。

ucadmin show

b. 必要に応じてポートの設定を更新します。

HBA のタイプと目的のモード 使用するコマンド

CNA FC ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter-name _ `

CNA イーサネット ucadmin modify -mode cna_adapter-name_`

FC ターゲット fcadmin config -t target_adapter-name_`
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FC イニシエータ fcadmin config -t initiator_adapter-name_`

2. 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。

3. ノードをブートしてメンテナンスモードに戻り、設定の変更が反映されるようにします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

4. 変更内容を確認します。

HBA のタイプ 使用するコマンド

CNA ucadmin show

FC fcadmin show`

新しいコントローラとシャーシで HA 状態を設定

コントローラとシャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要がありま
す。

手順

1. 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。

2. 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 」を参照してください

「 ha-config modify chassis mccip 」を参照してください

3. ノードを停止します

ノードは 'loader>` プロンプトで停止する必要があります

4. 各ノードで、システムの日付、時刻、およびタイムゾーンを確認します。「 show date 」

5. 必要に応じて 'UTC または GMT:'set date <mm/dd/yyyy>' で日付を設定します

6. ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して ' 時刻を確認します

7. 必要に応じて、時刻を UTC または GMT:' 設定時刻 <:hh:mm:ss>` で設定します

8. 設定を保存します： saveenv
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9. 環境変数 :printenv' を収集します

新しいプラットフォームに対応できるようにスイッチの RCF ファイルを更新します

スイッチは、新しいプラットフォームモデルをサポートする構成に更新する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、現在アップグレード中のコントローラを含むサイトで実行します。この手順の例では、まず
site_B をアップグレードします。

site_A のコントローラをアップグレードすると、 site_A のスイッチがアップグレードされます。

手順

1. 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。

MetroCluster IP のインストールと設定セクションに記載されているスイッチベンダーの手順に従ってくだ
さい。

"MetroCluster IP のインストールと設定"

◦ "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"

2. RCF ファイルをダウンロードしてインストールします。

使用しているスイッチベンダーに対応する手順については、を参照してください "MetroCluster IP のイン
ストールと設定"。

◦ "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"

新しいコントローラを設定します

この時点で、新しいコントローラの準備が整い、ケーブル接続が完了している必要があります。

MetroCluster の bootarg IP 変数を設定します

新しいコントローラモジュールには特定の MetroCluster IP bootarg 値を設定する必要があります。これらの
値は、古いコントローラモジュールに設定されている値と一致する必要があります。

このタスクについて

このタスクでは、のアップグレード手順で前述した UUID とシステム ID を使用します "アップグレード前に
情報を収集"。

手順

1. 「 LOADER> 」プロンプトで、 site_B の新しいノードで次のブート引数を設定します。

'etenvarge.MCC.port_a_ip_config_local-ip-address/local-ip-mask'0 、 ha-partner-ip-address 、 dr-partner-

ip-address 、 dr-aux-partnerip-address 、 vlan-id_`
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「 etenvarge.MCC.port_b_ip_config_local-ip-address/local-ip-mask, 0,ha-partner-ip-address 、 dr-partner-

ip-address 、 dr-aux-partnerip-address 、 vlan-id_` 」を指定します

次の例は、最初のネットワークに VLAN 120 を、 2 番目のネットワークに VLAN 130 を使用して、
node_B_1 から A900 の値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130

次の例は、最初のネットワークに VLAN 120 を、 2 番目のネットワークに VLAN 130 を使用して、
node_B_2 から A900 に値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130

2. 新しいノードの LOADER プロンプトで ' UUID を設定します

「 etenv bootarg.mgwd.partner_uuid_partner -cluster-UUID_` 」と入力します

「 etenv bootarg.mgwd.cluster_ue_local-cluster-UUID_` 」と入力します

「 etenv bootarge.MCC.pri_partner_uuid_dr-partner -node-UUID_` 」と入力します

'etenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid dr-au-partner -UUID`

「 etenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid local-node-UUID` 」と入力します

a. node_B_1 から A900 の UUID を設定します。

次の例は、 node_B_1 から A900 の UUID を設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-

00a098ca379f

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-

00a098908039

b. node_B_2 - A900 の UUID を設定します。
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次の例は、 node_B_2 - A900 の UUID を設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

3. 元のシステムが ADP 用に設定されていた場合は、交換用ノードの LOADER プロンプトで ADP を有効に
します。

'etenv bootarg.me.adp_enabled true

4. 次の変数を設定します。

「 etenv bootarg.me.local_config_id_original-sys-sys-id_` 」を返します

「 etenv bootarge.MCC.DR_PARTNER_DR-partner -sys-id_` 」を選択します

setenbootarg.mb.local_config_id' 変数は ' 元の * コントローラ・モジュールである
node_B_1 A700 の sys-id に設定する必要があります

a. node_B_1 から A900 の変数を設定します。

次の例は、 node_B_1 から A900 の値を設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324

b. node_B_2 - A900 の変数を設定します。

次の例は、 node_B_2 から A900 の値を設定するコマンドを示しています。

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323

5. 外部キー管理ツールで暗号化を使用する場合は、必要な bootargs を設定します。

「 etenv bootarg.kmip.init.ipaddr` 」を参照してください

「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask` 」を参照してください

「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway` 」を参照してください

「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.interface` 」を参照してください
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ルートアグリゲートディスクを再割り当てします

前の手順で確認したシステム ID を使用して、ルートアグリゲートディスクを新しいコントローラモジュール
に再割り当てします。

このタスクについて

以下の手順はメンテナンスモードで実行します。

手順

1. システムをメンテナンスモードでブートします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

2. メンテナンスモードのプロンプトから node_B_1 - A900 のディスクを表示します。

「ディスクショー - A` 」

コマンド出力に、新しいコントローラモジュール（ 1574774970 ）のシステム ID が表示されます。ただ
し、ルートアグリゲートディスクの所有者は古いシステム ID （ 537403322 ）になります。この例で表示
されているのは、 MetroCluster 構成の他のノードが所有するドライブではありません。

*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

DISK                  OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

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

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

prod3-rk18:9.126L44   node_B_1-A700(537403322)  Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

prod4-rk18:9.126L49  node_B_1-A700(537403322)  Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-700(537403322)

prod4-rk18:8.126L21   node_B_1-A700(537403322)  Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

prod2-rk18:8.126L2    node_B_1-A700(537403322)  Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

prod2-rk18:8.126L3    node_B_1-A700(537403322)  Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

prod1-rk18:9.126L27   node_B_1-A700(537403322)  Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

.

.

.

3. ドライブシェルフのルートアグリゲートディスクを新しいコントローラに再割り当てします。

ADP を使用する環境 使用するコマンド
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はい。 「ディスクの再割り当て -s old-sysid-d_new-sysid_

-r_dr -partner sysid_`

いいえ 「ディスクの再割り当て -s old-sysid-d_new-sysid_`

4. ドライブシェルフのルートアグリゲートディスクを新しいコントローラに再割り当てします。

「ディスク再割り当て -s old-sysid -d new-sysid 」

次の例は、 ADP 以外の構成でのドライブの再割り当てを示しています。

*> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 537403322.

Do you want to continue (y/n)? y

5. ルートアグリゲートのディスクが正しく再割り当てされていることを確認します。 old-remove

「ディスクショー」

「ストレージ・アグリゲートのステータス」

150



*> disk show

Local System ID: 537097247

  DISK                    OWNER                    POOL   SERIAL NUMBER

HOME                     DR HOME

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

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

prod03-rk18:8.126L18 node_B_1-A900(537097247)  Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod04-rk18:9.126L49 node_B_1-A900(537097247)  Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod04-rk18:8.126L21 node_B_1-A900(537097247)  Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod02-rk18:8.126L2  node_B_1-A900(537097247)  Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod02-rk18:9.126L29 node_B_1-A900(537097247)  Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod01-rk18:8.126L1  node_B_1-A900(537097247)  Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

::>

::> aggr status

           Aggr          State           Status                Options

aggr0_node_B_1           online          raid_dp, aggr         root,

nosnap=on,

                                         mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                                         fast zeroed

                                         64-bit

新しいコントローラをブートします

新しいコントローラをブートする必要があります。 bootarg 変数が正しいことを確認し、必要に応じて暗号化
のリカバリ手順を実行するように注意してください。

手順

1. 新しいノードを停止します。

「 halt 」

2. 外部キー管理ツールが設定されている場合は、関連する bootargs を設定します。

'setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address'

'setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask`

'setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

151



'setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id

3. partner-sysid が現在のものかどうかを確認します。

printenv partner-sysid

partner-sysid が正しくない場合は、次のように設定します。

'setenv partner-sysid_partner-SysID_`

4. ONTAP ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

5. ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを選択します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション

オンボードキー管理 オプション 10 を選択し、画面の指示に従って、キ
ー管理ツールの構成をリカバリまたはリストアする
ために必要な入力を指定します

外部キー管理 オプション 11 を選択し、画面の指示に従って、キ
ー管理ツールの設定をリカバリまたはリストアする
ために必要な入力を指定します

6. ブート・メニューから '(6) Update flash from backup config' を選択します

オプション 6 を指定すると、完了前にノードが 2 回リブートされます

システム ID 変更プロンプトに「 y 」と入力します。2 回目のリブートメッセージが表示されるまで待ち
ます。

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. 自動ブートを中断して、コントローラを LOADER で停止します。

各ノードで、に設定された bootargs を確認します "MetroCluster の bootarg IP 変数の設定"

正しくない値があれば修正します。bootarg の値を確認したあとに次の手順にのみ移動して
ください。

8. partner-sysid が正しいことを確認します。

printenv partner-sysid

partner-sysid が正しくない場合は、次のように設定します。
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'setenv partner-sysid_partner-SysID_`

9. ルート暗号化を使用する場合は、キー管理設定のブートメニューオプションを選択します。

使用するポート 選択するブートメニューオプション

オンボードキー管理 オプション 10 を選択し、画面の指示に従って、キ
ー管理ツールの構成をリカバリまたはリストアする
ために必要な入力を指定します

外部キー管理 オプション 11 を選択し、画面の指示に従って、キ
ー管理ツールの設定をリカバリまたはリストアする
ために必要な入力を指定します

キー管理ツールの設定に応じてオプション 10 またはオプション 11 を選択し、ブートメニューのプロンプ
トでオプション 6 を選択して、リカバリ手順を実行する必要があります。ノードを完全にブートするに
は、オプション 1 （通常ブート）のリカバリ手順の実行が必要になる場合があります。

10. 新しいノード node_B_1 と node_B_2 がブートするまで待ちます。

いずれかのノードがテイクオーバーモードの場合は、「 storage failover giveback 」コマンドを使用して
ギブバックを実行します。

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 「 securitykey manager external restore -vserver

svm-node __ key -server_host_name

12. すべてのポートが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。

a. ブロードキャストドメインを表示します。

「 network port broadcast-domain show 」

b. 必要に応じて、ブロードキャストドメインに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"^]

c. 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"^]
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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"^]

LIF の設定を確認してリストア

アップグレード手順の開始時にマッピングされた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。

このタスクについて

• このタスクは site_B で実行します

• で作成したポートマッピング計画を確認します "古いノードから新しいノードへのポートのマッピング"。

手順

1. スイッチバックの前に、 LIF が適切なノードとポートにホストされていることを確認します。

a. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

b. ポート設定を無視して LIF が適切に配置されるようにします。

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

-node _active_port_after_upgrade _ -lif LIF_name -home-node _new_node_name _

vserver config override コマンドで network interface modify コマンドを入力した場合は、 tab

autoccomplete 機能を使用することはできません。autoccomplete を使用してネットワーク 'interface

modify' を作成してから 'vserver config override' コマンドで囲むことができます

a. admin 権限レベルに戻ります。

「特権管理者」

2. インターフェイスをホームノードにリバートします。

「 network interface revert * -vserver_vserver-name に指定します

必要に応じて、すべての SVM でこの手順を実行します。

MetroCluster 構成をスイッチバックします

このタスクでは、スイッチバック処理を実行し、 MetroCluster 構成が通常運用時の状態に戻ります。site_A

のノードはまだアップグレード待ちです。
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手順

1. site_B の MetroCluster node show コマンドを問題し ' 出力を確認します

a. 新しいノードが正しく表示されることを確認します。

b. 新しいノードの状態が「 Waiting for switchback 」であることを確認します。

2. アクティブなクラスタ（アップグレードを実行していないクラスタ）の任意のノードから必要なコマンド
を実行して、修復とスイッチバックを実行します。

a. データアグリゲートを修復します。 + MetroCluster heal aggregates `

b. ルートアグリゲートを修復します。

MetroCluster はルートを修復します

c. クラスタをスイッチバックします。

MetroCluster スイッチバック

3. スイッチバック処理の進捗を確認します。

「 MetroCluster show 」

出力に「 waiting-for-switchback 」と表示されたら、スイッチバック処理はまだ進行中です。
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                switchover

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                waiting-for-switchback

                          AUSO Failure Domain -

出力に normal と表示された場合、スイッチバック処理は完了しています。

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status

show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。このコマンド
は、 advanced 権限レベルで実行します。

MetroCluster 構成の健全性を確認します

コントローラモジュールをアップグレードしたら、 MetroCluster 構成の健全性を確認する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、 MetroCluster 構成の任意のノードで実行できます。

手順

1. MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します。 + MetroCluster show `

b. MetroCluster チェックを実行します + MetroCluster チェックを実行します

c. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

2. MetroCluster の接続およびステータスを確認します。

a. MetroCluster IP 接続を確認します。
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「 storage iscsi-initiator show 」のように表示されます

b. ノードが動作していることを確認します。

MetroCluster node show

c. MetroCluster IP インターフェイスが動作していることを確認します。

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

d. ローカルフェイルオーバーが有効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

site_A でノードをアップグレードします

site_A でアップグレードタスクを繰り返します

手順

1. 同じ手順を繰り返して、 site_A のノードをアップグレードします "アップグレードを準備"。

タスクを実行すると、サイトおよびノードへのすべてのサンプル参照が反転されます。たとえば、この例
で site_A からスイッチオーバーする場合は site_B からスイッチオーバーします

Tiebreaker またはメディエーターの監視をリストアします

MetroCluster 構成のアップグレードが完了したら、 Tiebreaker またはメディエーターユーティリティを使用
して監視を再開できます。

手順

1. 必要に応じて、構成に応じて手順を使用してリストアを監視します。

使用するポート この手順を使用します

Tiebreaker "MetroCluster 構成を追加しています" MetroCluster

Tiebreaker のインストールと設定セクションで、次
の手順を実行します。

メディエーター "MetroCluster IP 構成での ONTAP メディエーター
サービスの設定" MetroCluster IP のインストールと
設定セクションで、次の手順を実行します。

サードパーティ製アプリケーション 製品マニュアルを参照してください。

カスタム AutoSupport メッセージをメンテナンス後に送信します

アップグレードの完了後、ケースの自動作成を再開できるように、メンテナンスの終了を通知する
AutoSupport メッセージを送信する必要があります。
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手順

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. 次のコマンドを問題で実行します。 + 「 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。

4 ノード MetroCluster FC 構成を更新しています

4 ノード MetroCluster 構成のコントローラとストレージをアップグレードするには、構
成を拡張して 8 ノード構成にし、古いディザスタリカバリ（ DR ）グループを削除しま
す。

このタスクについて

「古いノード」とは、置き換えるノードを意味します。

• この手順 を使用できるのは、MetroCluster FC構成の特定のプラットフォームモデルのみです。

◦ サポートされるプラットフォームアップグレードの組み合わせについては、のMetroCluster FC更新の
表を参照してください "システムの更新方法を選択する"。

手順

1. 古いノードから情報を収集します。

この段階では、次の図に示すように 4 ノード構成が表示されます。

2. MetroCluster タイプに対応した 4 ノード拡張手順のすべての手順を実行します。

"4 ノード MetroCluster FC 構成から 8 ノード構成への拡張"

拡張手順が完了すると、次の図のような構成が表示されます。
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3. CRS ボリュームを移動します。

の手順を実行します "MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動"。

4. の次の手順に従って、古いノードから新しいノードにデータを移動します https://["その他のプラットフォ
ーム手順： Controller Hardware Upgrade Express"^]。

a. のすべての手順を実行します http://["アグリゲートの作成と新しいノードへのボリュームの移動"]。

アグリゲートのミラーリングは、作成時または作成後に実行できます。

b. のすべての手順を実行します http://["SAN 以外のデータ LIF とクラスタ管理 LIF を新しいノードに移
動する"]。

c. のすべての手順を実行します http://["SAN LIF を元のノードから削除"]。

5. 手順の手順に従って、古い DR グループを削除します。

"ディザスタリカバリグループを削除しています"

古い DR グループ（ DR グループ 1 ）を削除すると、次の図のような構成が表示されます。
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4ノードまたは8ノードのMetroCluster IP構成の更新（ONTAP
9.8以降）

この手順 を使用して、4ノードまたは8ノード構成のコントローラとストレージをアップ
グレードできます。

ONTAP 9.13.1以降では、8ノードMetroCluster IP構成のコントローラとストレージをアップグレードできま
す。そのためには、構成を拡張して一時的に12ノード構成にし、古いディザスタリカバリ（DR）グループを
削除します。

ONTAP 9.8以降では、4ノードMetroCluster IP構成のコントローラとストレージをアップグレードできます。
そのためには、構成を拡張して一時的な8ノード構成にしてから、古いDRグループを削除します。

このタスクについて

• 8ノード構成の場合は、システムでONTAP 9.13.1以降が実行されている必要があります。

• 4ノード構成の場合は、システムでONTAP 9.8以降が実行されている必要があります。

• IPスイッチもアップグレードする場合は、このリフレッシュ手順 を実行する前にスイッチをアップグレー
ドする必要があります。

• この手順 では、1つの4ノードDRグループを更新するために必要な手順について説明します。8ノード構
成（DRグループが2つ）の場合は、一方または両方のDRグループを更新できます。

両方のDRグループを更新する場合は、一度に1つのDRグループを更新する必要があります。

• 「古いノード」とは、置き換えるノードを意味します。

• 8ノード構成では、ソースとターゲットの8ノードMetroCluster プラットフォームの組み合わせがサポート
されている必要があります。

両方のDRグループを更新する場合、最初のDRグループを更新したあとにプラットフォーム
の組み合わせがサポートされないことがあります。サポートされる8ノード構成にするに
は、両方のDRグループを更新する必要があります。

• MetroCluster IP構成では、この手順 を使用して特定のプラットフォームモデルのみを更新できます。
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◦ サポートされるプラットフォームのアップグレードの組み合わせについては、のMetroCluster IP更新
テーブルを参照してください "システムの更新方法を選択する"。

• ソースプラットフォームとターゲットプラットフォームの下限が適用されます。上位のプラットフォーム
に移行する場合は、すべてのDRグループの機器更改が完了するまで新しいプラットフォームの制限が適
用されません。

• ソースプラットフォームよりも制限が低いプラットフォームに対して機器更改を実行する場合は、この手
順 を実行する前に、ターゲットプラットフォームの制限に合わせて制限を調整し、制限をターゲットプラ
ットフォームの制限以下にする必要があります。

手順

1. 古いノードから情報を収集します。

この段階では、次の図に示すように 4 ノード構成が表示されます。

次の図のような8ノード構成が表示されます。
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2. サポートケースが自動で生成されないようにするには、アップグレード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. 次のコマンドを問題で実行します。 + 「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message

」 MAINT=10h Upgrading _old-model_To _new-model 」 _`

次の例は、 10 時間のメンテナンス時間を指定します。プランによっては、さらに時間をかけたい場合
もあります。

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、メンテナンス期間が終了したことを通知す
る AutoSupport メッセージを起動できます。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示さ
れます

a. 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。

3. Tiebreaker 、メディエーター、またはスイッチオーバーを開始できるその他のソフトウェアから既存の
MetroCluster 構成を削除します。

使用するポート 使用する手順
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Tiebreaker a. MetroCluster 構成を削除するには 'Tiebreaker

CLI の monitor remove コマンドを使用します

次の例では ' "cluster_a" がソフトウェアから削
除されています

NetApp MetroCluster Tiebreaker

:> monitor remove -monitor

-name cluster_A

Successfully removed monitor

from NetApp MetroCluster

Tiebreaker

software.

b. Tiebreaker CLIを使用して、MetroCluster の設
定が正しく削除されたことを確認します

monitor show -status コマンドを実行しま
す

NetApp MetroCluster Tiebreaker

:> monitor show -status

メディエーター ONTAP プロンプトで次のコマンドを問題に設定し
ます。

MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除され
ました

サードパーティ製アプリケーション 製品マニュアルを参照してください。

4. のすべての手順を実行します "MetroCluster IP構成の拡張" をクリックして新しいノードとストレージを構
成に追加してください。

拡張手順 が完了すると、一時的な設定が次の図のように表示されます。
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図 1. 8ノードの一時的な構成
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図 2. 一時的な12ノード構成

5. CRS ボリュームを移動します。

の手順を実行します "MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動"。

6. の次の手順に従って、古いノードから新しいノードにデータを移動します "AFF および FAS システムのア
ップグレードに関するドキュメント"

a. のすべての手順を実行します http://["アグリゲートの作成と新しいノードへのボリュームの移動"^]。

アグリゲートのミラーリングは、作成時または作成後に実行できます。

b. のすべての手順を実行します http://["SAN 以外のデータ LIF とクラスタ管理 LIF を新しいノードに移
動する"]。

7. 各クラスタについて、移行したノードのクラスタピアのIPアドレスを変更します。
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a. を使用して、cluster_Aピアを特定します cluster peer show コマンドを実行します

cluster_A::> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

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

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

cluster_B         1-80-000011           Unavailable    absent

i. cluster_AピアのIPアドレスを変更します。

cluster peer modify -cluster cluster_A -peer-addrs node_A_3_IP -address

-family ipv4

b. を使用して、cluster_Bピアを特定します cluster peer show コマンドを実行します

cluster_B::> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

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

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

cluster_A         1-80-000011           Unavailable    absent

i. cluster_BピアのIPアドレスを変更します。

cluster peer modify -cluster cluster_B -peer-addrs node_B_3_IP -address

-family ipv4

c. 各クラスタのクラスタピアIPアドレスが更新されていることを確認します。

i. を使用して、各クラスタのIPアドレスが更新されていることを確認します cluster peer show

-instance コマンドを実行します

。 Remote Intercluster Addresses 次の例のフィールドには、更新されたIPアドレスが表示
されます。

cluster_Aの例：

166



cluster_A::> cluster peer show -instance

Peer Cluster Name: cluster_B

           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.204,

172.21.178.212

      Availability of the Remote Cluster: Available

                     Remote Cluster Name: cluster_B

                     Active IP Addresses: 172.21.178.212,

172.21.178.204

                   Cluster Serial Number: 1-80-000011

                    Remote Cluster Nodes: node_B_3-IP,

                                          node_B_4-IP

                   Remote Cluster Health: true

                 Unreachable Local Nodes: -

          Address Family of Relationship: ipv4

    Authentication Status Administrative: use-authentication

       Authentication Status Operational: ok

                        Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53

            IPspace for the Relationship: Default

Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -

Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk

  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_A::>

+ たとえば、cluster_Bです
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cluster_B::> cluster peer show -instance

                       Peer Cluster Name: cluster_A

           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.188, 172.21.178.196

<<<<<<<< Should reflect the modified address

      Availability of the Remote Cluster: Available

                     Remote Cluster Name: cluster_A

                     Active IP Addresses: 172.21.178.196, 172.21.178.188

                   Cluster Serial Number: 1-80-000011

                    Remote Cluster Nodes: node_A_3-IP,

                                          node_A_4-IP

                   Remote Cluster Health: true

                 Unreachable Local Nodes: -

          Address Family of Relationship: ipv4

    Authentication Status Administrative: use-authentication

       Authentication Status Operational: ok

                        Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53

            IPspace for the Relationship: Default

Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -

Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk

  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_B::>

8. の手順に従います "ディザスタリカバリグループを削除しています" をクリックして、古いDRグループを
削除します。

9. 8ノード構成で両方のDRグループを更新する場合は、各DRグループに対して手順 全体を繰り返す必要が
あります。

古いDRグループを削除すると、次の図のような設定が表示されます。

図 3. 4 ノード構成
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図 4. 8ノード構成

10. MetroCluster 構成の運用モードを確認し、 MetroCluster チェックを実行

a. 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 」

b. 想定されるすべてのノードが表示されることを確認します。

MetroCluster node show

c. 次のコマンドを問題に設定します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

d. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

11. 必要に応じて、構成に応じて手順を使用してリストアを監視します。

使用するポート この手順を使用します

Tiebreaker "MetroCluster 構成を追加しています" MetroCluster

Tiebreaker のインストールと設定
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メディエーター "MetroCluster IP 構成での ONTAP メディエーター
サービスの設定" MetroCluster IP のインストールと
設定 _ 。

サードパーティ製アプリケーション 製品マニュアルを参照してください。

12. 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. 次のコマンドを問題に設定します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表
示されます

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。

2 ノード MetroCluster FC 構成を 4 ノード構成に拡張

2 ノード MetroCluster FC 構成から 4 ノード構成への拡張

2 ノード MetroCluster FC 構成を 4 ノード MetroCluster FC 構成に拡張するには、各ク
ラスタにコントローラを追加して各 MetroCluster サイトに HA ペアを形成してから、
MetroCluster FC 構成をリフレッシュします。

作業を開始する前に

• ノードが MetroCluster FC 構成で ONTAP 9 以降を実行している必要があります。

この手順は、以前のバージョンの ONTAP または MetroCluster IP 構成ではサポートされていません。

• 2 ノード構成のプラットフォームが ONTAP 9.2 でサポートされない場合に、 ONTAP 9.2_or_expand でサ
ポートされるプラットフォームにアップグレードするには、 MetroCluster FC 構成を拡張する前に 2 ノー
ド構成のプラットフォームをアップグレードする必要があります。

• 既存の MetroCluster FC 構成が健全な状態である必要があります。

• 追加する機器がサポートされており、次の手順で説明するすべての要件を満たしている必要があります。

"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"

• 新しいコントローラとブリッジに対応する FC スイッチポートが必要です。

• 管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

このタスクについて

• この手順は、 MetroCluster FC 構成にのみ適用されます。

• この手順はシステムの停止を伴うため、完了までに約 4 時間かかります。

• この手順を実行する前は、 2 つのシングルノードクラスタで MetroCluster FC 構成が構成されています。
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この手順の完了後、各サイトに 1 つずつ、 2 つの HA ペアで MetroCluster FC 構成が構成されます。

• 両方のサイトを同じように拡張する必要があります。

MetroCluster 構成では、ノードの数を奇数にすることはできません。

• この手順にはサイトごとに 1 時間以上かかることがあり、ディスクの初期化や新しいノードのネットブー
トなどのタスクに時間がかかります。

ディスクの初期化にかかる時間は、ディスクのサイズによって異なります。

• この手順では次のワークフローを使用します。
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MetroCluster 構成の状態の確認

既存のコントローラを特定し、コントローラ間のディザスタリカバリ（ DR ）関係、コ
ントローラが通常モードであること、およびアグリゲートがミラーされていることを確
認する必要があります。

手順

1. 構成内の任意のノードから、 MetroCluster 構成内のノードの詳細を表示します。

MetroCluster node show -fields node 、 dr-partner 、 dr-partner-systemid`

次の出力は、この MetroCluster 構成に DR グループが 1 つ、各クラスタにノードが 1 つあることを示し
ています。

cluster_A::> metrocluster node show -fields node,dr-partner,dr-partner-

systemid

dr-group-id  cluster         node            dr-partner      dr-partner-

systemid

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

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

1            cluster_A       controller_A_1  controller_B_1  536946192

1            cluster_B       controller_B_1  controller_A_1  536946165

2 entries were displayed.
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2. MetroCluster 設定の状態を表示します。

「 MetroCluster show 」

次の出力は、 MetroCluster 構成内の既存のノードが通常モードであることを示しています。

cluster_A::> metrocluster show

Configuration: two-node-fabric

Cluster                        Entry Name             State

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

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

Local: cluster_A               Configuration State    configured

                               Mode                   normal

                               AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-

disaster

Remote: controller_B_1_siteB

                               Configuration State    configured

                               Mode                   normal

                               AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-

disaster

3. MetroCluster 構成の各ノードのアグリゲートの状態を確認します。

「 storage aggregate show

次の出力は、 cluster_A のアグリゲートがオンラインであり、ミラーされていることを示しています。

cluster_A::> storage aggregate show

Aggregate                Size     Available Used%  State   #Vols  Nodes

RAID Status

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

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

aggr0_controller_A_1_0   1.38TB   68.63GB   95%    online    1

controller_A_1   raid_dp,mirrored

controller_A_1_aggr1     4.15TB   4.14TB    0%     online    2

controller_A_1   raid_dp,mirrored

controller_A_1_aggr2     4.15TB   4.14TB    0%     online    1

controller_A_1   raid_dp,mirrored

3 entries were displayed.

cluster_A::>
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AutoSupport 構成にノードを追加する前にカスタム MetroCluster メッセージを送信す
る

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には、
AutoSupport に問題メッセージを送信する必要があります。システム停止が発生したと
みなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メンテナンスが進行中
であることを通知する必要があります。

このタスクについて

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

手順

1. Site_A のクラスタにログインします

2. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours  」
というメッセージが表示されます

「 maintenance-window-in-hours 」パラメータは、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問題した場合は、次のコマンドを使用して、メン
テナンス期間が終了したことを通知できます。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示さ
れます

3. 同じ手順をパートナーサイトでも実行します。

ファブリック接続 MetroCluster 構成でコントローラモジュールを追加する際の新しい
コントローラポートのゾーニング

FC スイッチゾーニングが新しいコントローラ接続に対応している必要があります。ネッ
トアップが提供する Reference Configuration File （ RCF ；リファレンス構成ファイル
）を使用してスイッチを設定した場合、ゾーニングは事前に設定されているため、変更
は必要ありません。

FC スイッチを手動で設定した場合は、ゾーニングが新しいコントローラモジュールからのイニシエータ接続
に対応していることを確認する必要があります。のゾーニングに関するセクションを参照してください "ファ
ブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"。

各クラスタに新しいコントローラモジュールを追加します

各クラスタに新しいコントローラモジュールを追加しています

各サイトに新しいコントローラモジュールを追加して、各サイトに HA ペアを作成する
必要があります。これは、ハードウェアとソフトウェアの両方の変更を伴う複数の手順
からなるプロセスであり、それぞれのサイトで正しい順序で実行する必要があります。

このタスクについて
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• 新しいコントローラモジュールを、アップグレードキットの一部としてネットアップから入手しておく必
要があります。

新しいコントローラモジュールの PCIe カードに互換性があり、 PCIe カードが新しいコントローラモジ
ュールでサポートされていることを確認する必要があります。

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

• シングルシャーシの HA ペア（両方のコントローラモジュールを同じシャーシに配置 HA ペア）にアップ
グレードする場合は、新しいコントローラモジュール用の空きスロットが必要です。

この構成はすべてのシステムでサポートされているわけではありません。ONTAP 9 でサポ
ートされるシングルシャーシ構成のプラットフォームは、 AFF A300 、 FAS8200 、
FAS8300 、 AFF A400 、 AFF80xx です。 FAS8020 、 FAS8060 、 FAS8080 、 FAS9000
：

• デュアルシャーシの HA ペア（コントローラモジュールを別々のシャーシに配置 HA ペア）にアップグレ
ードする場合は、新しいコントローラモジュール用のラックスペースとケーブルが必要です。

この構成はすべてのシステムでサポートされているわけではありません。

• 各コントローラモジュールを、 e0a ポートを介して管理ネットワークに接続する必要があります。システ
ムに e0a ポートがある場合は、管理ポートとして e0M ポートに接続できます。

• これらのタスクは各サイトで実行する必要があります。

• 既存のコントローラモジュールは、 _EXISTN_controller モジュールと呼ばれます。

この手順の例では、コンソール・プロンプトは「 existing_ctlr>` です。

• 追加するコントローラモジュールは、 _new_controller モジュールと呼ばれます。この手順の例では、コ
ンソールプロンプトは「 new_ctlr>` です。

• このタスクのワークフローは次のとおりです。
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アップグレードの準備を行います

HA ペアにアップグレードする前に、システムがすべての要件を満たしていること、お
よび必要な情報がすべて揃っていることを確認する必要があります。

手順

1. 次のコマンドを使用して、新しいコントローラモジュールに割り当て可能な未割り当てのディスクまたは
スペアディスクを特定します。

◦ storage disk show -container-type spare

◦ 'storage disk show -container-type unassigned （ storage disk show -container-type unassigned

2. 次の手順を実行します。

a. 既存のノードのアグリゲートが配置されている場所を特定します。
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「 storage aggregate show

b. ディスク所有権の自動割り当てを有効にしている場合は無効にします。

「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

c. アグリゲートのないディスクの所有権を削除します。

「 storage disk removeowner _disk_name _ 」を選択します

d. 新しいノードに必要な数のディスクについて、前の手順を繰り返します。

3. 次の接続用のケーブルがあることを確認します。

◦ クラスタ接続

2 ノードスイッチレスクラスタを作成する場合は、コントローラモジュールを接続するために 2 本の
ケーブルが必要です。それ以外の場合は、クラスタネットワークスイッチへのコントローラモジュー
ル接続ごとに 2 本、合計 4 本以上のケーブルが必要です。その他のシステム（ 80xx シリーズなど）
では、デフォルトで 4 つまたは 6 つのクラスタ接続が設定されています。

◦ デュアルシャーシの HA ペアのシステムの場合、 HA インターコネクト接続を確立します

4. コントローラモジュールに使用できるシリアルポートコンソールがあることを確認します。

5. 環境がサイトとシステムの要件を満たしていることを確認します。

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

6. 新しいコントローラモジュールの IP アドレスとその他のネットワークパラメータをすべて収集します。

コントローラモジュールでの設定の消去

MetroCluster 構成で新しいコントローラモジュールを使用する前に、既存の構成をクリ
アする必要があります。

手順

1. 必要に応じて、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

「 halt 」

2. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト値に設定します。

「デフォルト設定」

3. 環境を保存します。

'aveenv

4. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap menu

5. ブートメニューのプロンプトで、設定を消去します。
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wipeconfig

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

ノードがリブートし、もう一度ブートメニューが表示されます。

6. ブートメニューでオプション * 5 * を選択し、システムをメンテナンスモードでブートします。

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

既存のコントローラモジュールのクラスタポートを準備しています

新しいコントローラモジュールを設置する前に、既存のコントローラモジュールにクラ
スタポートを設定して、クラスタポートが新しいコントローラモジュールとクラスタ通
信できるようにする必要があります。

このタスクについて

（クラスタネットワークスイッチを使用しない） 2 ノードスイッチレスクラスタを作成する場合は、スイッ
チレスクラスタネットワークモードを有効にする必要があります。

ONTAP のポート、 LIF 、およびネットワーク設定の詳細については、を参照してください "Network

Management の略"。

手順

1. ノードのクラスタポートとして使用するポートを決定します。

プラットフォームのデフォルトのポートロールのリストについては、を参照してください
https://["Hardware Universe"^]

クラスタネットワーク接続用のポートに関する情報については、ネットアップサポートサイトでご使用の
プラットフォームの _ インストールおよびセットアップ手順 _ を参照してください。

2. 各クラスタポートのロールを特定します。

「 network port show 」のように表示されます

次の例では、ポート「 e0a 」、「 e0b 」、「 e0c 」、および「 e0d 」をクラスタポートに変更する必要
があります。
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cluster_A::> network port show

Node: controller_A_1

Speed(Mbps) Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU    Admin/Oper  Status

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

--------

e0M       Default      mgmt_bd_1500     up    1500   auto/1000   healthy

e0a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e0b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e0c       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e0d       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e0i       Default      Default          down  1500   auto/10     -

e0j       Default      Default          down  1500   auto/10     -

e0k       Default      Default          down  1500   auto/10     -

e0l       Default      Default          down  1500   auto/10     -

e2a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e2b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e4a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e4b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

13 entries were displayed.

3. ホームポートまたは現在のポートとしてクラスタポートを使用しているデータ LIF について、データポー
トをホームポートとして使用するように LIF を変更します。

「 network interface modify 」を参照してください

次の例は、データ LIF のホームポートをデータポートに変更します。

cluster1::> network interface modify -lif datalif1 -vserver vs1 -home

-port e1b

4. 変更した各 LIF について、 LIF を新しいホームポートにリバートします。

「 network interface revert 」の略

次の例では、 LIF 「 datalif1 」を新しいホームポート「 e1b 」にリバートします。

cluster1::> network interface revert -lif datalif1 -vserver vs1

5. クラスタポートをメンバーポートとして使用し、 ifgrp をメンバーポートとして使用している VLAN ポー
トを削除します。

a. VLAN ポートを削除します。 +network port vlan delete -node_node-name _ vlan-

name_portid -vlandid
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例：

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. インターフェイスグループから物理ポートを削除します。

「 network port ifgrp remove-port -node-node_name -ifgrp_interface-group-name _ port_portid 」の形
式で指定します

例：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d

a. ブロードキャストドメインから VLAN ポートとインターフェイスグループポートを削除します。

'network port broadcast-domain remove-ports -ipspace_ipspace -broadcast-domain_domain

-name_ports_nodename ： portname 、 nodename ： portname _ 、

b. 必要に応じて、他の物理ポートをメンバーとして使用するようにインターフェイスグループポートを

変更します。 +ifgrp add-port -node -node_name -ifgrp interface -group

-name_port_id

6. ポート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

次の例は、ポート「 e0a 」、「 e0b 」、「 e0c 」、および「 e0d 」がクラスタポートになったことを示
しています。
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Node: controller_A_1

Speed(Mbps) Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU    Admin/Oper  Status

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

--------

e0M       Default      mgmt_bd_1500     up    1500   auto/1000   healthy

e0a       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy

e0b       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy

e0c       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy

e0d       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy

e0i       Default      Default          down  1500   auto/10 -

e0j       Default      Default          down  1500   auto/10 -

e0k       Default      Default          down  1500   auto/10 -

e0l       Default      Default          down  1500   auto/10 -

e2a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e2b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e4a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e4b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

13 entries were displayed.

7. クラスタのブロードキャストドメインにポートを追加します。

'broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports_port-id'port-id'_port-id'_port-

id'port-id'…

例：

broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster

-ports cluster1-01:e0a

8. システムがスイッチクラスタの一部である場合は、クラスタポートにクラスタ LIF を作成します。「
network interface create 」

次の例は、ノードのクラスタポートの 1 つにクラスタ LIF を作成します。auto-パラメータ は、リンクロ
ーカル IP アドレスを使用するように LIF を設定します。

cluster1::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role

cluster -home-node node0 -home-port e1a -auto true

9. 2 ノードスイッチレスクラスタを作成する場合は、スイッチレスクラスタネットワークモードを有効にし
ます。

a. いずれかのノードから advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です
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アドバンス・モード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 'y' と入力しますadvanced

モードのプロンプトが表示されます（「 * > 」）。

a. スイッチレスクラスタネットワークモードを有効にします。

network options switchless-cluster modify -enabled true

b. admin 権限レベルに戻ります。

「特権管理者」

2 ノードスイッチレスクラスタシステム内の既存ノードのクラスタインターフェイスの作成
は、新しいコントローラモジュールでネットブートを使用したクラスタのセットアップが完了
したあとに実行されます。

イメージをダウンロードするためのネットブートサーバの準備

ネットブートサーバの準備ができたら、適切な ONTAP のネットブートイメージをネッ
トアップサポートサイトからネットブートサーバにダウンロードして、 IP アドレスをメ
モする必要があります。

このタスクについて

• 新しいコントローラモジュールを追加する前とあとに、システムから HTTP サーバにアクセスできる必要
があります。

• 使用しているプラットフォームと ONTAP のバージョンに必要なシステムファイルをダウンロードするた
めに、ネットアップサポートサイトへのアクセス権が必要です。

https://["ネットアップサポートサイト"]

• HA ペアの両方のコントローラモジュールで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

手順

1. ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェアを
ダウンロードし、「 <ONTAP_version>_image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクトリに保
存します。

「 <ONTAP_version>_image.tgz 」ファイルは、システムのネットブートを実行するために使用します。

2. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。

用途 作業
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FAS2200 、 FAS2500 、 FAS3200 、 FAS6200 、
FAS/AFF8000 シリーズシステム

ターゲットディレクトリに
<ONTAP_version>_image.tgz ファイルの内容を展
開します。

tar -zxvf <ONTAP_version>_image.tgz

Windows で内容を展開する場合は、
7-Zip または WinRAR を使用してネ
ットブートイメージを展開します。

ディレクトリの一覧に、カーネルファイルを含むネ
ットブートフォルダが含まれるようにします。

netboot/ カーネル

その他すべてのシステム ディレクトリの一覧に次のファイルが表示されま
す。

「 <ONTAP_version>_image.tgz 」

ファイルの内容を抽出する必要はあ
りません。

3. 既存のコントローラモジュールの IP アドレスを確認します。

このアドレスは、この手順の後半では「既存のコントローラの IP アドレス」と呼ばれます。

4. IP アドレスが到達可能であることを確認するために 'ping ip-address-of -existing controller

を実行します

既存のコントローラモジュールで HA モードを設定

既存のコントローラモジュールのモードを設定するには、 storage failover modify コマン
ドを使用する必要があります。モード設定はコントローラモジュールのリブート後に有
効になります。

手順

1. モードを HA に設定します。

「 storage failover modify -mode ha -node _existing_node_name _ 」を選択します

既存のコントローラモジュールをシャットダウンしています

既存のコントローラモジュールのクリーンシャットダウンを実行して、すべてのデータ
がディスクに書き込まれたことを確認する必要があります。また、電源装置の接続を解
除する必要があります。

このタスクについて
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システムコンポーネントを交換する前にシステムのクリーンシャットダウンを実行し、
NVRAM または NVMEM 内の書き込み前のデータが失われないようにする必要があります。

手順

1. 既存のコントローラモジュールのプロンプトからノードを停止します。

halt local-inhibit-takeover true

手順の停止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、「 y 」と入力し、システムが
LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

80xx システムでは NVMEM の LED はコントローラモジュールのネットワークポートの右側にあり、電池
のマークが付いています。

NVRAM 内に書き込み前のデータがある場合、この LED が点滅します。この LED が halt コマンドの実行
後も黄色く点滅する場合は、システムをリブートし、もう一度 halt を実行する必要があります。

2. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

3. システムと電源装置タイプに適した方法で、電源装置の電源を切り、電源を切断します。

システムの用途 作業

AC 電源装置 電源から電源コードを抜き、電源コードを取り外し
ます。

DC 電源装置 DC 電源の電源を切り、必要に応じて DC ケーブル
を取り外します。

新しいコントローラモジュールを設置してケーブル接続します

新しいコントローラモジュールを設置してケーブル接続

新しいコントローラモジュールをシャーシに物理的に設置し、ケーブルを接続する必要
があります。

手順

1. I/O 拡張モジュール（ IOXM ）が搭載されているシステムでシングルシャーシの HA ペアを作成する場合
は、 IOXM をケーブルを外して取り出す必要があります。

空になったベイを新しいコントローラモジュールに使用できます。ただし、新しい構成では IOXM によっ
て追加の I/O は提供されません。

2. 新しいコントローラモジュールを物理的に設置し、必要に応じて追加のファンを取り付けます。

コントローラモジュールの追加先 実行する手順
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空のベイに追加してシングルシャーシの HA ペアを
作成する。システムのプラットフォームは次のいず
れか：

a. 新しいコントローラモジュールを取り付ける空
のベイに対応するシャーシ背面のブランクプレ
ートを取り外します。

b. コントローラモジュールをシャーシの途中まで
そっと押し込みます。

コントローラモジュールが自動的にブートしな
いようにするために、この手順の後半までシャ
ーシに完全に挿入しないでください。

既存の構成がコントローラ IOX モジュール構成で
ある場合、 HA パートナーとは別のシャーシにデュ
アルシャーシの HA ペアを作成します。

• FAS8200

• 80XX

新しいシステムをラックまたはシステムキャビネッ
トに設置します。

3. 必要に応じて、クラスタネットワーク接続をケーブル接続します。

a. コントローラモジュールでクラスタ接続用のポートを特定します。

https://["AFF A320 システム：設置とセットアップ"^]

https://["AFF A220 / FAS2700 システムの設置とセットアップの手順"^]

https://["AFF A800 システムの設置とセットアップの手順"^]

https://["AFF A300 システム『 Installation and Setup Instructions 』"^]

https://["FAS8200 システム設置とセットアップの手順"^]

b. スイッチクラスタを設定する場合は、クラスタネットワークスイッチで使用するポートを特定しま
す。

使用するスイッチに応じて、『 clustered Data ONTAP スイッチセットアップガイド』、『 NetApp

10G Cluster-Mode Switch Installation Guide 』、または『 NetApp 1G Cluster-Mode Switch Installation

Guide 』を参照してください。

c. クラスタポートにケーブルを接続します。

クラスタの種類 作業

2 ノードスイッチレスクラスタ 既存のコントローラモジュールのクラスタポート
を、新しいコントローラモジュールの対応するクラ
スタポートに直接接続します。

スイッチクラスタ 各コントローラのクラスタポートを、手順 b で特定
したクラスタネットワークスイッチのポートに接続
します
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新しいコントローラモジュールの FC-VI ポートおよび HBA ポートを FC スイッチにケーブル接続します

新しいコントローラモジュールの FC-VI ポートと HBA （ホストバスアダプタ）をサイ
トの FC スイッチにケーブル接続する必要があります。

手順

1. 構成とスイッチモデルの表を使用して、 FC-VI ポートと HBA ポートをケーブル接続します。

◦ "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

◦ "ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

◦ "2 つのイニシエータポートを使用するシステムのポート割り当て"

新しいコントローラモジュールのクラスタピアリングのケーブル接続

パートナーサイトのクラスタと接続できるように、新しいコントローラモジュールをク
ラスタピアリングネットワークにケーブル接続する必要があります。

このタスクについて

クラスタピアリングには、各コントローラモジュールの少なくとも 2 つのポートを使用します。

ポートおよびネットワーク接続の推奨される最小帯域幅は 1GbE です。

手順

1. クラスタピアリングに使用する少なくとも 2 つのポートを特定してケーブル接続し、そのポートがパート
ナークラスタとネットワーク接続されていることを確認します。

両方のコントローラモジュールの電源投入と LOADER プロンプトの表示

既存のコントローラモジュールと新しいコントローラモジュールの電源をオンにして
LOADER プロンプトを表示します。

手順

構成に対応した手順で、コントローラモジュールの電源をオンにしてブートプロセスを中断します。

コントローラモジュール
の場所

作業
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同じシャーシ内 1. 新しいコントローラモジュールがベイに * 完全に挿入されていない * ことを
確認します。

既存のコントローラモジュールはシャーシから取り外されていないため、ベ
イに完全に挿入する必要がありますが、新しいコントローラモジュールは完
全に挿入しないでください。

2. 電源を接続し、電源装置をオンにして、既存のコントローラモジュールに電
力を供給します。

3. Ctrl+C を押して、既存のコントローラモジュールのブートプロセスを中断し
ます

4. 新しいコントローラモジュールをベイにしっかりと押し込みます。

新しいコントローラモジュールが完全に収まると、電力が供給されて自動的
にブートします。

5. Ctrl+C を押してブートプロセスを中断します

6. カムハンドルの取り付けネジがある場合は、締めます。

7. ケーブルマネジメントデバイスがある場合は、取り付けます。

8. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループ
ストラップでまとめます。

別のシャーシに搭載 1. 既存のコントローラモジュールの電源装置をオンにします。

2. Ctrl+C を押してブートプロセスを中断します

3. 新しいコントローラモジュールについて、上記の手順を繰り返します

各コントローラモジュールには、 LOADER プロンプト（「 LOADER>` 」、「 LOADER-A> 」、または「
LOADER-B>` ）が表示されます。

LOADERプロンプトが表示されない場合は、エラーメッセージを記録してください。システム
にブートメニューが表示された場合は、リブートし、もう一度ブートプロセスを中断します。

既存および新規のコントローラモジュールの ha-config 設定を変更します

MetroCluster 構成を拡張する場合は、既存のコントローラモジュールと新しいコントロ
ーラモジュールの ha-config 設定を更新する必要があります。また、新しいコントロー
ラモジュールのシステム ID も確認する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、既存および新規の両方のコントローラモジュールでメンテナンスモードで実行します。

手順

1. 既存のコントローラモジュールの ha-config 設定を変更します。

a. 既存のコントローラモジュールとシャーシの ha-config 設定を表示します。
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「 ha-config show 」

コントローラモジュールが 2 ノード MetroCluster 構成であったため、すべてのコンポーネントの ha-

config 設定は「 m cc-2n 」です。

b. 既存のコントローラモジュールの ha-config 設定を「 m cc:+ha-config modify controller

mcc 」に変更します

c. 既存のシャーシの ha-config 設定を「 mcc 」に変更します。

「 ha-config modify chassis mcc 」

d. 既存のコントローラモジュールのシステム ID を取得します。

「 sysconfig 」を使用できます

システム ID をメモします。新しいコントローラモジュールでパートナー ID を設定するときに必要になり
ます。

a. メンテナンスモードを終了して LOADER プロンプトに戻ります。

「 halt 」

2. ha-config 設定を変更し、新しいコントローラモジュールのシステム ID を取得します。

a. 新しいコントローラモジュールがまだメンテナンスモードになっていない場合は、メンテナンスモー
ドでブートします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

b. 新しいコントローラモジュールの ha-config 設定を「 m cc 」に変更します。

「 ha-config modify controller mcc 」

c. 新しいシャーシの ha-config 設定を mcc に変更します。

「 ha-config modify chassis mcc 」

d. 新しいコントローラモジュールのシステム ID を取得します。

「 sysconfig 」を使用できます

システム ID をメモします。パートナー ID を設定し、新しいコントローラモジュールにディスクを割り当
てる際に必要になります。

a. メンテナンスモードを終了して LOADER プロンプトに戻ります。

「 halt 」

両方のコントローラモジュールのパートナーシステム ID の設定

両方のコントローラモジュールにパートナーシステム ID を設定し、 HA ペアを形成でき
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るようにする必要があります。

このタスクについて

このタスクは、両方のコントローラモジュールの LOADER プロンプトで実行します。

手順

1. 既存のコントローラモジュールで、パートナーシステム ID を新しいコントローラモジュールの ID に設定
します。

'setenv partner-sysid_SysID_OF_new_controller_

2. 新しいコントローラモジュールで、パートナーシステム ID を既存のコントローラモジュールの ID に設定
します。

'setenv partner-sysid_SysID_OF_existing_controller_

既存のコントローラモジュールのブート

既存のコントローラモジュールを ONTAP でブートする必要があります。

手順

1. LOADER プロンプトで、既存のコントローラモジュールを ONTAP でブートします。

「 boot_ontap 」

新しいコントローラモジュールにディスクを割り当てています

ネットブートを使用して新しいコントローラモジュールの設定を完了する前に、モジュ
ールにディスクを割り当てる必要があります。

このタスクについて

既存のアグリゲートに含まれていない十分な数のスペア、未割り当てディスク、または割り当て済みディスク
があることを確認しておく必要があります。

"アップグレードの準備を行います"

以下の手順は、既存のコントローラモジュールで実行します。

手順

1. 新しいコントローラモジュールにルートディスクを割り当てます。

「 storage disk assign -disk disk_name --sysid_new_controller_SysID__ -force true 」を参照してください

プラットフォームのモデルがアドバンストドライブパーティショニング（ ADP ）機能を使用している場
合は、 -root true パラメータを指定する必要があります。

「 storage disk assign -disk disk_name -root true -sysid_new_controller_SysID__ -force true 」を参照して
ください
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2. ディスクごとに次のコマンドを入力して、必要なディスクをすべて新しいコントローラモジュールに割り
当てます。

「 storage disk assign -disk disk_name --sysid_new_controller_SysID__ -force true 」を参照してください

3. ディスクの割り当てが正しいことを確認します。

「 storage disk show -partitionownership * 」のように表示されます

新しいノードに割り当てるディスクをすべて割り当てておきます。

新しいコントローラモジュールでの ONTAP のネットブートとセットアップ

既存の MetroCluster 構成にコントローラモジュールを追加する場合、一連の手順を実行
して、新しいコントローラモジュールで ONTAP オペレーティングシステムをネットブ
ートして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、新しいコントローラモジュールの LOADER プロンプトから開始します。

• このタスクにはディスクの初期化も含まれます。

ディスクの初期化に必要な時間は、ディスクのサイズによって異なります。

• 新しいコントローラモジュールには、 2 本のディスクが自動的に割り当てられます。

https://["ディスクおよびアグリゲートの管理"]

手順

1. LOADER プロンプトで、 DHCP を使用可能かどうかに基づいて新しいコントローラモジュールの IP アド
レスを設定します。

DHCP の状況 入力するコマンド

利用可能 「 * ifconfig e0M -auto * 」と入力します
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使用できません ifconfig e0M -addr= filer_addr -mask= netmask  -gw= gateway_-dns=

dns_addr_-domain=dns_domain__ds`

filer_addr は、ストレージシステムのIPアドレスです。

netmask は、ストレージシステムのネットワークマスクです。

gateway は、ストレージシステムのゲートウェイです。

dns_addr は、ネットワーク上のネームサーバのIPアドレスです。

dns_domain は、Domain Name System（DNS；ドメインネームシステム）
ドメイン名です。このオプションパラメータを使用する場合は、ネットブー
トサーバの URL に完全修飾ドメイン名を指定する必要はなく、サーバのホス
ト名だけを指定します。

インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要にな
る場合もあります。詳細については、 LOADER プロンプト
で「 help ifconfig 」コマンドを使用してください。

2. LOADER プロンプトで、新しいノードをネットブートします。

用途 問題コマンド

FAS2200 、 FAS2500 、
FAS3200 、 FAS6200 、
FAS/AFF8000 シリーズ
システム

ネットブート http://[]

その他すべてのシステム ネットブート http://[]

「 _path_to_the_web-accessible_directory _ 」は、ダウンロードした「 <ONTAP_version>_image.tgz 」
ファイルの場所です。

3. 表示されたメニューから、「 * Install new software first * 」オプションを選択します。

このメニューオプションを選択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダウンロードおよび
インストールされます。

◦ HA ペアでの無停止アップグレードではこの手順はサポートされていないというメッセージが表示され
たら、「 y 」と入力する必要があります。

◦ このプロセスで既存の ONTAP ソフトウェアが新しいソフトウェアに置き換えられることを警告する
メッセージが表示されたら、「 y 」と入力する必要があります。

◦ image.tgz ファイルの URL を求めるプロンプトが表示されたら、次のパスを入力する必要がありま
す。

http://path_to_the_web-accessible_directory/image.tgz`

4. ソフトウェアの無停止アップグレードまたは交換に関するプロンプトが表示されたら 'y`" と入力します
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5. パッケージの URL を指定するように求められたら、 image.tgz ファイルへのパスを入力します。

What is the URL for the package? `http://path_to_web-

accessible_directory/image.tgz`

6. バックアップ構成のリストアを要求されたら ' バックアップ・リカバリをスキップするには 'n` を入力しま
す

****************************************************************

*             Restore Backup Configuration                     *

*  This procedure only applies to storage controllers that     *

*  are configured as an HA pair.                               *

*                                                              *

*  Choose Yes to restore the "varfs" backup configuration      *

*  from the SSH server.  Refer to the Boot Device Replacement  *

*  guide for more details.                                     *

*  Choose No to skip the backup recovery and return to the     *

*  boot menu.                                                  *

****************************************************************

Do you want to restore the backup configuration

now? {y|n} `n`

7. 今すぐ再起動するように求められたら 'y`" と入力します

The node must be rebooted to start using the newly installed software.

Do you want to

reboot now? {y|n} `y`

8. 必要に応じて、「 Clean configuration and initialize all disks 」オプションを選択し、ノードのブート後に
すべてのディスクを初期化します。

新しいコントローラモジュールを設定していて、新しいコントローラモジュールのディスクは空であるた
め、すべてのディスクが消去されるという警告が表示されたら「 y 」と入力します。

ディスクの初期化に要する時間は、ディスクのサイズと構成によって異なります。

9. ディスクが初期化され、クラスタセットアップウィザードが起動したら、ノードをセットアップします。

コンソールでノード管理 LIF の情報を入力します。

10. ノードにログインし 'cluster setup を入力し ' クラスタへの参加を求めるプロンプトが表示されたら 'join

を入力します
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Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?

{create, join}: `join`

11. サイトに応じて、残りのプロンプトに応答します。

。 "ONTAP をセットアップします" 詳細については、お使いのバージョンの ONTAP のを参照してくださ
い。

12. システムが 2 ノードスイッチレスクラスタ構成の場合は、 network interface create コマンドを使用して既
存のノードにクラスタインターフェイスを作成し、クラスタポートにクラスタ LIF を作成します。

次の例は、ノードのクラスタポートの 1 つにクラスタ LIF を作成するコマンドを示しています。auto パラ
メータは、 LIF でリンクローカル IP アドレスを使用するように設定します。

cluster_A::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role

cluster -home-node node_A_1 -home-port e1a -auto true

13. セットアップが完了したら、ノードが正常に機能しており、クラスタへの参加条件を満たしていることを
確認します。

「 cluster show 」を参照してください

次の例は、 2 つ目のノード（ cluster1-02 ）をクラスタに追加したあとのクラスタを示しています。

cluster_A::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

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

node_A_1              true    true

node_A_2              true    true

cluster setup コマンドを使用すると、クラスタセットアップウィザードにアクセスして、管理 Storage

Virtual Machine （ SVM ）またはノード SVM に対して入力した値を変更できます。

14. クラスタインターコネクトとして 4 つのポートが構成されていることを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

次の例は、 cluster_A の 2 台のコントローラモジュールについての出力です。
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cluster_A::> network port show

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

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

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

node_A_1

       **e0a       Cluster      Cluster          up       9000

auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up       9000

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

       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000

node_A_2

       **e0a       Cluster      Cluster          up       9000

auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up       9000

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

       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000

14 entries were displayed.

新しいコントローラでルートアグリゲートをミラーリング

MetroCluster 構成にコントローラを追加する場合は、ルートアグリゲートをミラーして
データを保護する必要があります。

このタスクは新しいコントローラモジュールで実行する必要があります。

1. ルートアグリゲートをミラーします。

「 storage aggregate mirror _aggr_name _ 」のようになります

次のコマンドでは、 controller_A_1 のルートアグリゲートがミラーされます。

controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1

これによりアグリゲートがミラーされるため、ローカルのプレックスとリモートのプレックスがリモート
の MetroCluster サイトに配置されたアグリゲートが作成されます。
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クラスタ間 LIF を設定する

専用ポートでのクラスタ間 LIF の設定

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定できます。通常は、レプリケーショントラフィック
に使用できる帯域幅が増加します。

手順

1. 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。

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

2. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

network interface show -fields home-port 、 curr -port

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、ポート e0e とポート e0f に LIF が割り当てられていないことを示しています。

195



cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port

vserver lif                  home-port curr-port

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

Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b

Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b

cluster01

        cluster_mgmt         e0c       e0c

cluster01

        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c

cluster01

        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c

3. 専用ポートのフェイルオーバーグループを作成します。

「 network interface failover-groups create -vserver_system_svm 」 -failover-group_failover_group_

-targets_physical_or_logical_ports_`

次の例は、ポート「 e0e 」と「 e0f 」を、システム SVM 「 cluster01 」上のフェイルオーバーグルー
プ「 intercluster01 」に割り当てます。

cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01

-failover-group

intercluster01 -targets

cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f

4. フェイルオーバーグループが作成されたことを確認します。

「 network interface failover-groups show 」と表示されます

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。
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cluster01::> network interface failover-groups show

                                  Failover

Vserver          Group            Targets

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

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

Cluster

                 Cluster

                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,

                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b

cluster01

                 Default

                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,

                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,

                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f

                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

                 intercluster01

                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f

                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

5. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、フェイルオーバーグループに割り当てます。

ONTAP バージョン コマンドを実行します

9.6 以降 「 network interface create -vserver system_svm -lif lif_name -policy default

-intercluster -home-node node -home-port port -address port_ip -netmask

netmask-failover-group failover_group 」という名前のポートを作成します

9.5 以前 network interface create -vserver system_svm -lif lif_name -role intercluster

-home-node node -home-port port -address port_ip -netmask netmask-failover-

group failover_group を作成します

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、フェイルオーバーグループ「 intercluster01 」にクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「
cluster01_icl02 」を作成します。
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cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl01 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e

-address 192.168.1.201

-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl02 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e

-address 192.168.1.202

-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

6. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *

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

* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface show -role intercluster 」の略

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。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

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

------- ----

cluster01

            cluster01_icl01

                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e

true

            cluster01_icl02

                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f

true

7. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *

「 network interface show -service -policy default -intercluster-failover 」のように入力します
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* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

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、 SVM 「 e0e 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0f

」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

–failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

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

cluster01

         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only

intercluster01

                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,

                                               cluster01-01:e0f

         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only

intercluster01

                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,

                                               cluster01-02:e0f

共有データポートでのクラスタ間 LIF の設定

データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、
クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

手順

1. 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

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

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

* ONTAP 9.6 以降： *

「 network interface create -vserver system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home

-node _-home-port _ -address_port_ip-netmask_`

* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface create -vserver system_svm _ -lif LIF_name -role intercluster -home-node _node _-

home-port _ -address_port_ip-netmask netmask _ 」のようになります

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、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl01 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c

-address 192.168.1.201

-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl02 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c

-address 192.168.1.202

-netmask 255.255.255.0
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3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *

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

* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface show -role intercluster 」の略

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。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

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

------- ----

cluster01

            cluster01_icl01

                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c

true

            cluster01_icl02

                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c

true

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *

「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます

* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

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、「 e0c 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0d 」ポ
ートにフェイルオーバーされることを示しています。
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cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

–failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

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

cluster01

         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only

192.168.1.201/24

                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,

                                              cluster01-01:e0d

         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only

192.168.1.201/24

                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,

                                              cluster01-02:e0d

各ノードでミラーされたデータアグリゲートを作成します

DR グループの各ノードに、ミラーされたデータアグリゲートを 1 つ作成する必要があ
ります。

このタスクについて

• 新しいアグリゲートで使用するドライブを把握しておく必要があります。

• 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択
されるようにする方法を確認しておく必要があります。

• ドライブは特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべて
のドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホ
ームノードになります。

ADP を使用するシステムではパーティションを使用してアグリゲートが作成され、各ドライブがパーティ
ション P1 、 P2 、 P3 に分割されます。

• アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。

https://["ディスクおよびアグリゲートの管理"]

手順

1. 使用可能なスペアのリストを表示します。

「 storage disk show -spare -owner_node_name _ 」というように入力します

2. アグリゲートを作成します。

「 storage aggregate create -mirror true 」のようになります

クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲー
トを作成できます。アグリゲートを特定のノード上に作成するには、「 -node 」パラメータを使用する
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か、そのノードが所有するドライブを指定します。

次のオプションを指定できます。

◦ アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）

◦ アグリゲートに追加するドライブのリスト

◦ 追加するドライブ数

使用できるドライブ数が限られている最小サポート構成では、 force-small-aggregate

オプションを使用して、 3 ディスクの RAID-DP アグリゲートを作成できるように設定
する必要があります。

◦ アグリゲートに使用するチェックサム形式

◦ 使用するドライブのタイプ

◦ 使用するドライブのサイズ

◦ 使用するドライブの速度

◦ アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ

◦ RAID グループに含めることができるドライブの最大数

◦ RPM の異なるドライブが許可されるかどうか

これらのオプションの詳細については 'storage aggregate create のマニュアルページを参照してくだ
さい

次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーアグリゲートが作成されます。

cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node

node_A_1 -mirror true

[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.

[Job 15] The job is starting.

[Job 15] Job succeeded: DONE

3. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

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。
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手順

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、次のコマンドを使用します。

'system license add -license-code_license_key_`

license_key は 28 桁の長さである。

3. 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。

ミラーされていないデータアグリゲートの作成

MetroCluster 構成が提供する冗長なミラーリングを必要としないデータについては、必
要に応じてミラーされていないデータアグリゲートを作成できます。

このタスクについて

• 新しいアグリゲートで使用するドライブまたはアレイ LUN を把握しておきます。

• 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択
されていることを確認する方法を理解しておく必要があります。

MetroCluster IP 構成では、スイッチオーバー後にミラーされていないリモートアグリゲートに
アクセスできません

ミラーされていないアグリゲートは、そのアグリゲートを所有するノードに対してローカルで
なければなりません。

• ドライブとアレイ LUN は特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲ
ート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するア
グリゲートのホームノードになります。

• アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。

• _Disks and aggregates management _ アグリゲートのミラーリングの詳細については、を参照してくだ
さい。

手順

1. ミラーされていないアグリゲートを格納するディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

使用するプラットフォームとディスクシェルフに対応した _Installation と Setup_documentation の手順を
使用してください。

https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"]

2. 新しいシェルフのすべてのディスクを適切なノードに手動で割り当てます。

「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -owner_owner-node-name_`
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3. アグリゲートを作成します。

「 storage aggregate create 」

クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲー
トを作成できます。アグリゲートが特定のノード上に作成されていることを確認するには、「 -node 」パ
ラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

また、ミラーされていないシェルフのドライブだけをアグリゲートに追加する必要があります。

次のオプションを指定できます。

◦ アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）

◦ アグリゲートに追加するドライブまたはアレイ LUN のリスト

◦ 追加するドライブ数

◦ アグリゲートに使用するチェックサム形式

◦ 使用するドライブのタイプ

◦ 使用するドライブのサイズ

◦ 使用するドライブの速度

◦ アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ

◦ RAID グループに含めることができるドライブまたはアレイ LUN の最大数

◦ RPM の異なるドライブが許可されるかどうか

これらのオプションの詳細については 'storage aggregate create のマニュアルページを参照してくだ
さい

次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーされていないアグリゲートが作成さ

controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1

-diskcount 10 -node controller_A_1

[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.

[Job 15] The job is starting.

[Job 15] Job succeeded: DONE

4. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

関連情報

https://["ディスクおよびアグリゲートの管理"]

コントローラモジュール追加後のファームウェアのインストール

コントローラモジュールを追加したら、コントローラモジュールが ONTAP で正しく機
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能するように、新しいコントローラモジュールに最新のファームウェアをインストール
する必要があります。

手順

1. ご使用のシステムの最新バージョンのファームウェアをダウンロードし、手順に従って新しいファームウ
ェアをダウンロードしてインストールします。

https://["ネットアップのダウンロード：システムファームウェアおよび診断"]

新しいコントローラで MetroCluster 設定を更新しています

MetroCluster 構成を 2 ノード構成から 4 ノード構成に拡張する場合は、 構成を更新する
必要があります。

手順

1. MetroCluster 構成を更新します。

a. advanced 権限モードに切り替えます。 + 「 set -privilege advanced 」

b. MetroCluster 構成を更新します。 + MetroCluster configure -refresh true -allow-with-one-aggregate

true

次のコマンドを実行すると、 controller_A_1 を含む DR グループのすべてのノードの MetroCluster 構
成が更新されます。

controller_A_1::*> metrocluster configure -refresh true -allow-with-one

-aggregate true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

a. admin 権限モードに戻ります。

「特権管理者」

2. サイト A のネットワークステータスを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

次の例は、 4 ノード MetroCluster 構成でのネットワークポートの用途を示しています。
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cluster_A::> network port show

                                                          Speed (Mbps)

Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

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

controller_A_1

       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  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

       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000

controller_A_2

       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  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

       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000

14 entries were displayed.

3. MetroCluster 構成の両方のサイトから MetroCluster 構成を確認します。

a. サイト A から構成を確認します。

「 MetroCluster show 」

cluster_A::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-

disaster

Remote: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-

disaster

b. サイト B から構成を確認します。

「 MetroCluster show 」
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-

disaster

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-

disaster

c. DR 関係が正しく作成されたことを確認します。

MetroCluster node show -fields dr-cluster 、 dr-auxiliary 、 node-object-limit 、 automatic-suso 、 ha-

partner 、 dr-partner

metrocluster node show -fields dr-cluster,dr-auxiliary,node-object-

limit,automatic-uso,ha-partner,dr-partner

dr-group-id cluster     node    ha-partner dr-cluster  dr-partner   dr-

auxiliary  node-object-limit automatic-uso

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

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

2           cluster_A   node_A_1 node_A_2    cluster_B  node_B_1

node_B_2      on                true

2           cluster_A   node_A_2 node_A_1    cluster_B  node_B_2

node_B_1      on                true

2           cluster_B   node_B_1 node_B_2    cluster_A  node_A_1

node_A_2      on                true

2           cluster_B   node_B_2 node_B_1    cluster_A  node_A_2

node_A_1      on                true

4 entries were displayed.

両方のコントローラモジュールでのストレージフェイルオーバーの有効化およびクラス
タ HA の有効化

MetroCluster 構成に新しいコントローラモジュールを追加したら、両方のコントローラ
モジュールでストレージフェイルオーバーを有効にし、各モジュールでクラスタ HA を
有効にする必要があります。

作業を開始する前に

MetroCluster の設定は ' MetroCluster configure -refresh true コマンドを使用して事前に更新されている必要が
あります
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このタスクについて

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

手順

1. ストレージフェイルオーバーを有効にします。

「 storage failover modify -enabled true -node _existing-node-name _ 」を選択します

1 つのコマンドで両方のコントローラモジュールのストレージフェイルオーバーが有効になります。

2. ストレージフェイルオーバーが有効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

次のような出力が表示されます。

Node           Partner        Possible State Description

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

old-ctlr        new-ctlr      true      Connected to new-ctlr

new-ctlr        old-ctlr      true      Connected to old-ctlr

2 entries were displayed.

3. クラスタ HA を有効にします。

cluster ha modify -configured true

クラスタに含まれるノードが 2 つだけで、クラスタのハイアベイラビリティ（ HA ）がストレージフェイ
ルオーバーによって提供される HA と異なる場合は、クラスタの HA を構成する必要があります。

SVM を再起動しています

MetroCluster 構成を拡張したら、 SVM を再起動する必要があります。

手順

1. 再起動が必要な SVM を特定します。

MetroCluster vserver show

このコマンドは、両方の MetroCluster クラスタの SVM を表示します。

2. 最初のクラスタで SVM を再起動します。

a. advanced 権限モードに切り替えて、プロンプトが表示されたら「 * y * 」を押します。

「 advanced 」の権限が必要です

b. SVM を再起動します。

「 vserver start -vserver svm_name-force true 」を指定します
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c. admin 権限モードに戻ります。

「特権管理者」

3. パートナークラスタで同じ手順を繰り返します。

4. SVM が健全な状態であることを確認します。

MetroCluster vserver show

4 ノード MetroCluster FC 構成を 8 ノード構成に拡張

4 ノード MetroCluster FC 構成から 8 ノード構成への拡張

4 ノード MetroCluster FC 構成を 8 ノード MetroCluster FC 構成に拡張するには、各ク
ラスタに 2 台のコントローラを追加して各 MetroCluster サイトに 2 つ目の HA ペアを形
成してから、 MetroCluster FC の構成処理を実行します。

このタスクについて

• ノードが MetroCluster FC 構成で ONTAP 9 を実行している必要があります。

この手順は、以前のバージョンの ONTAP または MetroCluster IP 構成ではサポートされていません。

• 既存の MetroCluster FC 構成が健全な状態である必要があります。

• 追加する機器がサポートされており、に記載されたすべての要件を満たしている必要があります "ファブ
リック接続 MetroCluster のインストールと設定"

• 新しいコントローラとブリッジに対応する FC スイッチポートが必要です。

• 管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

• この手順は、 MetroCluster FC 構成にのみ適用されます。

• この手順はシステムを停止せずに実行でき、ディスクが初期化されている場合は約 1 日で完了します（ラ
ックとスタックは除く）。

この手順を実行する前の MetroCluster FC 構成は 4 つのノードで構成されており、各サイトに HA ペアが 1 つ
あります。
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この手順の完了後、 MetroCluster FC 構成の各サイトには 2 つの HA ペアが含まれます。

両方のサイトを同じように拡張する必要があります。MetroCluster FC 構成では、ノードの数を奇数にするこ
とはできません。

2つ目のDRグループを追加する際にサポートされるプラットフォームの組み合わせ

次の表に、8ノードMetroCluster FC構成でサポートされるプラットフォームの組み合わせを示します。
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• この表の組み合わせは、通常または永続的な8ノード構成にのみ該当します。

• この表に記載されているプラットフォームの組み合わせは、移行手順または更新手順を使
用する場合は適用されません*。

• 1つのDRグループ内のすべてのノードのタイプと構成が同じである必要があります。

新しいケーブルレイアウトの決定

新しいコントローラモジュールおよび新しいディスクシェルフと既存の FC スイッチと
のケーブル接続を決定する必要があります。

このタスクについて

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

手順

1. の手順を使用します "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定" 8 ノード MetroCluster 構成
のポート用途を使用して、スイッチタイプに対応したケーブルレイアウトを作成します。

リファレンス構成ファイル（ RCF ）を使用できるようにするためには、 FC スイッチポートの用途が手
順に記載されている用途と同じである必要があります。

RCF ファイルを使用できるようにケーブル接続できない場合は、の手順に従ってシステム
を手動で設定する必要があります "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定
"。RCF ファイルを使用できないケーブル接続の場合は、この手順を使用しないでくださ
い。

新しい機器をラックに設置

新しいノードの機器をラックに設置する必要があります。

手順

1. の手順を使用します "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定" 新しいストレージシステ
ム、ディスクシェルフ、および FC-to-SAS ブリッジをラックに設置するため。
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MetroCluster 構成の健全性の確認

MetroCluster 構成の健全性をチェックして、正常に動作することを確認する必要があり
ます。

手順

1. 各クラスタで MetroCluster が設定されており、通常モードであることを確認します。

「 MetroCluster show 」

cluster_A::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster

Remote: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster

2. 各ノードでミラーリングが有効であることを確認します。

MetroCluster node show

cluster_A::> metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              node_A_1       configured     enabled   normal

      cluster_B

              node_B_1       configured     enabled   normal

2 entries were displayed.

3. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

「 MetroCluster check run 」のようになります
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cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result

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

nodes               ok

lifs                ok

config-replication  ok

aggregates          ok

4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command

or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.

To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback

operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster

switchback -simulate", respectively.

4. ヘルスアラートがないことを確認します。

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

5. スイッチオーバー処理をシミュレートします。

a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。 + 「 set -privilege

advanced 」

advanced モードで続けるかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力して応答する必要があります。
advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

b. simulate パラメータを指定して、スイッチオーバー処理を実行します。 + MetroCluster switchover

-simulate `

c. admin 権限レベルに戻ります。 +set -privilege admin

Config Advisor での MetroCluster 構成エラーの確認

一般的な構成エラーの有無を確認する Config Advisor ツールをネットアップサポートサ
イトからダウンロードできます。

このタスクについて

Config Advisor は、構成の検証や健常性のチェックに使用できるツールです。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。

Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

手順

1. Config Advisor のダウンロードページにアクセスし、ツールをダウンロードします。
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https://["ネットアップのダウンロード： Config Advisor"]

2. Config Advisor を実行し、ツールの出力を確認して、問題が検出された場合は出力に表示される推奨事項
に従って対処します。

カスタム AutoSupport メッセージの送信 - MetroCluster 構成へのノードの追加前

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には、
AutoSupport に問題メッセージを送信する必要があります。システム停止が発生したと
みなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メンテナンスが進行中
であることを通知する必要があります。

このタスクについて

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

手順

1. Site_A のクラスタにログインします

2. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours  」
というメッセージが表示されます

「 maintenance-window-in-hours 」パラメータは、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。この時間が経過問題する前にメンテナンスが完了した場合は、次のコマンドを使用して、メン
テナンス期間が終了したことを通知できます。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示さ
れます

3. 同じ手順をパートナーサイトでも実行します。

新しいノードのスイッチファブリックにケーブルを再接続してゾーニングします

ファブリックから既存の DR グループを切断します

ファブリック内の FC スイッチから既存のコントローラモジュールを切断する必要があ
ります。

このタスクについて

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

手順

1. 既存のコントローラモジュールをメンテナンス中のスイッチファブリックに接続している HBA ポートを
無効にします。

「 storage port disable -node -node-name 」 - ポート番号 _

2. ローカルの FC スイッチで、既存のコントローラモジュールの HBA 、 FC-VI 、および ATTO ブリッジ用
ポートからケーブルを外します。
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ケーブルを再接続するときに簡単に識別できるように、ケーブルにラベルを付けておく必要がありま
す。ISL ポートのケーブルだけを接続したままにしておきます。

スイッチにケーブルを再接続して再設定します

RCF ファイルを適用して、新しいノードに対応するようにゾーニングを再設定する必要
があります。

RCFファイルを使用してスイッチを設定できない場合は、スイッチを手動で設定する必要があります。を参照
してください

• "Brocade FC スイッチを手動で設定"

• "Cisco FC スイッチを手動で設定"

手順

1. 使用している構成用の RCF ファイルを探します。

使用しているスイッチモデルに対応した 8 ノード構成用の RCF ファイルを使用する必要があります。

2. ダウンロードページの指示に従って RCF ファイルを適用し、必要に応じて ISL 設定を調整します。

3. スイッチの設定が保存されていることを確認します。

4. FC スイッチをリブートします。

5. 作成したケーブルレイアウトを使用して、既存の FC-to-SAS ブリッジと新しい FC-to-SAS ブリッジの両
方を FC スイッチにケーブル接続します。

FC スイッチポートの用途が、に記載されている 8 ノード MetroCluster の用途と同じである必要がありま
す "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定" リファレンス構成ファイル（ RCF ）を使用で
きるようにするためです。

6. スイッチに対応したコマンドを使用して、ポートがオンラインであることを確認します。

スイッチベンダー コマンドを実行します

Brocade SwitchShow

シスコ インターフェイスの概要を表示します

7. の手順を使用します "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定" 作成したケーブルレイアウ
トを使用して、既存のコントローラの FC-VI ポートと新しいコントローラのケーブルを接続します。

FC スイッチポートの用途が、に記載されている 8 ノード MetroCluster の用途と同じである必要がありま
す "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定" リファレンス構成ファイル（ RCF ）を使用で
きるようにするためです。

8. 既存のノードから、 FC-VI ポートがオンラインであることを確認します。

MetroCluster インターコネクト・アダプタ・ショー
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MetroCluster interconnect mirror show

9. 現在のコントローラの HBA ポートを新しいコントローラにケーブル接続します。

10. 既存のコントローラモジュールで、メンテナンス中のスイッチファブリックに接続されているポートを有
効にします。

「 storage port enable -NODE-NODE-NAME_-PORT_PORT_ID_` 」

11. 新しいコントローラを起動し、メンテナンスモードでブートします。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

12. 新しい DR グループが使用するストレージのみが新しいコントローラモジュールに認識されることを確認
します。

他の DR グループが使用するストレージが認識されないようにしてください。

13. このプロセスの最初に戻り、 2 つ目のスイッチファブリックを再ケーブル接続します。

新しいコントローラで ONTAP を設定します

コントローラモジュールでの設定の消去

MetroCluster 構成で新しいコントローラモジュールを使用する前に、既存の構成をクリ
アする必要があります。

手順

1. 必要に応じて、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

「 halt 」

2. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト値に設定します。

「デフォルト設定」

3. 環境を保存します。

'aveenv

4. LOADER プロンプトで、ブートメニューを起動します。

「 boot_ontap menu

5. ブートメニューのプロンプトで、設定を消去します。

wipeconfig

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

ノードがリブートし、もう一度ブートメニューが表示されます。
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6. ブートメニューでオプション * 5 * を選択し、システムをメンテナンスモードでブートします。

確認プロンプトに「 yes 」と応答します。

AFF システムでディスク所有権を割り当てます

アグリゲートがミラーされた AFF システムを使用する構成で、ノードにディスク（
SSD ）が正しく割り当てられていない場合は、各シェルフの半分のディスクを 1 つのロ
ーカルノードに割り当て、残りの半分を対応する HA パートナーノードに割り当てる必
要があります。構成内の各ノードのローカルディスクプールとリモートディスクプール
でディスク数が同じになるように設定する必要があります。

このタスクについて

ストレージコントローラがメンテナンスモードになっている必要があります。

これは、アグリゲートがミラーされていない構成、アクティブ / パッシブ構成、ローカルプールとリモートプ
ールのディスク数が異なる構成には該当しません。

このタスクは、工場出荷時にディスクが正しく割り当てられている場合は必要ありません。

プール 0 にはディスクを所有するストレージシステムと同じサイトにあるディスクを割り当
て、プール 1 にはディスクを所有するストレージシステムに対してリモートなディスクを割り
当てます。

手順

1. システムをブートしていない場合は、メンテナンスモードでブートします。

2. 最初のサイト（サイト A ）にあるノードにディスクを割り当てます。

各プールに同じ数のディスクを割り当てる必要があります。

a. 最初のノードで、各シェルフの半分のディスクをプール 0 に、残りの半分を HA パートナーのプール

0 に割り当てます。 +Disk assign-disk_disk-name -p_pool-n_number-of-disks_

ストレージコントローラ Controller_A_1 にシェルフが 4 台あり、各シェルフに SSD が 8 本ある場合
は、次のコマンドを問題に設定します。

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1 -n 4

b. ローカルサイトの 2 番目のノードに対して処理を繰り返し、各シェルフの半分のディスクをプール 1

に、残りの半分を HA パートナーのプール 1 に割り当てます。 +Disk assign-disk_disk_name

p_pool

ストレージコントローラ Controller_A_1 にシェルフが 4 台あり、各シェルフに SSD が 8 本ある場合
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は、次のコマンドを問題に設定します。

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4

3. 2 番目のサイト（サイト B ）にあるノードにディスクを割り当てます。

各プールに同じ数のディスクを割り当てる必要があります。

a. リモートサイトの最初のノードで、各シェルフの半分のディスクをプール 0 に、残りの半分を HA パ

ートナーのプール 0 に割り当てます。 +Disk assign -disk disk_name p_pool

ストレージコントローラ Controller_B_1 にシェルフが 4 台あり、各シェルフに SSD が 8 本ある場合
は、次のコマンドを問題で実行します。

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1 -n 4

b. リモートサイトの 2 番目のノードに対して処理を繰り返し、各シェルフの半分のディスクをプール 1

に、残りの半分を HA パートナーのプール 1 に割り当てます。

「 disk assign -disk disk-name-p_pool_` 」

ストレージコントローラ Controller_B_2 にシェルフが 4 台あり、各シェルフに SSD が 8 本ある場合
は、次のコマンドを問題に設定します。

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1 -n 4

4. ディスクの割り当てを確認します。

「 storage show disk 」を参照してください

5. メンテナンスモードを終了します。

「 halt 」
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6. ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

7. 各ノードで、オプション * 4 * を選択してすべてのディスクを初期化します。

AFF 以外のシステムでディスク所有権を割り当てています

MetroCluster ノードにディスクが正しく割り当てられていない場合、または構成で
DS460C ディスクシェルフを使用している場合は、 MetroCluster 構成内の各ノードにシ
ェルフ単位でディスクを割り当てる必要があります。構成内の各ノードのローカルディ
スクプールとリモートディスクプールでディスク数が同じになるように設定します。

このタスクについて

ストレージコントローラがメンテナンスモードになっている必要があります。

構成に DS460C ディスクシェルフが含まれている場合を除き、工場出荷時の状態でディスクが正しく割り当
てられていればこのタスクは必要ありません。

プール 0 には、ディスクを所有するストレージシステムと同じサイトにあるディスクを割り当
てます。

プール 1 には、ディスクを所有するストレージシステムに対してリモートなディスクを割り当
てます。

構成に DS460C ディスクシェルフが含まれている場合は、それぞれの 12 ディスクドロワーについて、次のガ
イドラインに従ってディスクを手動で割り当てる必要があります。

ドロワーのディスク ノードとプール

0 ～ 2 ローカルノードのプール 0

3-5 HA パートナーノードのプール 0

6 ~ 8 ローカルノードのプール 1 の DR パートナー

9 ~ 11 HA パートナーのプール 1 の DR パートナー

このディスク割り当てパターンに従うことで、ドロワーがオフラインになった場合のアグリゲートへの影響を
最小限に抑えることができます。

手順

1. システムをブートしていない場合は、メンテナンスモードでブートします。

2. 最初のサイト（サイト A ）にあるノードにディスクシェルフを割り当てます。

ノードと同じサイトにあるディスクシェルフはプール 0 に割り当て、パートナーサイトにあるディスクシ
ェルフはプール 1 に割り当てます。
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各プールに同じ数のシェルフを割り当てる必要があります。

a. 最初のノードで、ローカルディスクシェルフをプール 0 に、リモートディスクシェルフをプール 1 に
割り当てます。

「 Disk assign-shelf_local-switch-name ： shelf-name .port_-p_pool_`

ストレージコントローラ Controller_A_1 にシェルフが 4 台ある場合は、次のコマンドを問題に設定し
ます。

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1

b. ローカルサイトの 2 番目のノードに対して処理を繰り返し、ローカルディスクシェルフをプール 0

に、リモートディスクシェルフをプール 1 に割り当てます。

「 Disk assign-shelf_local-switch-name ： shelf-name .port_-p_pool_`

ストレージコントローラ Controller_A_2 にシェルフが 4 台ある場合は、次のコマンドを問題に設定し
ます。

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1

3. 2 番目のサイト（サイト B ）にあるノードにディスクシェルフを割り当てます。

ノードと同じサイトにあるディスクシェルフはプール 0 に割り当て、パートナーサイトにあるディスクシ
ェルフはプール 1 に割り当てます。

各プールに同じ数のシェルフを割り当てる必要があります。

a. リモートサイトの最初のノードで、ローカルディスクシェルフをプール 0 に、リモートディスクシェ
ルフをプール 1 に割り当てます。

「ディスク assign -shelf_local-switch-namesshelf-name -p_pool` 」

ストレージコントローラ Controller_B_1 にシェルフが 4 台ある場合は、次のコマンドを問題します。
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*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1

b. リモートサイトの 2 番目のノードに対して処理を繰り返し、ローカルディスクシェルフをプール 0

に、リモートディスクシェルフをプール 1 に割り当てます。

「ディスク assign -shelf_shelf-name-p_pool_` 」

ストレージコントローラ Controller_B_2 にシェルフが 4 台ある場合は、次のコマンドを問題に実行し
ます。

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1

4. シェルフの割り当てを確認します。

「 storage show shelf

5. メンテナンスモードを終了します。

「 halt 」

6. ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

7. 各ノードで、オプション * 4 * を選択してすべてのディスクを初期化します。

コンポーネントの ha-config 状態の確認

MetroCluster 構成では、コントローラモジュールとシャーシコンポーネントの ha-config

状態を * mcc * に設定して、適切にブートするようにする必要があります。

このタスクについて

• システムをメンテナンスモードにする必要があります。

• このタスクは、新しいコントローラモジュールごとに実行する必要があります。

手順

1. 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。
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「 ha-config show 」

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

2. 表示されたコントローラのシステム状態が正しくない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を設定
します。

「 ha-config modify controller mcc 」

3. 表示されたシャーシのシステム状態が正しくない場合は、シャーシの HA 状態を設定します。

「 ha-config modify chassis mcc 」

4. 交換した他のノードで同じ手順を繰り返します。

新しいコントローラのブートおよびクラスタへの追加

新しいコントローラをクラスタに追加するには、新しい各コントローラモジュールをブ
ートし、 ONTAP クラスタセットアップウィザードを使用して、参加するクラスタを特
定する必要があります。

作業を開始する前に

MetroCluster 構成のケーブル接続を完了しておく必要があります。

このタスクを実行する前に、サービスプロセッサの設定を済ませておく必要があります。

このタスクについて

このタスクは、 MetroCluster 構成の両方のクラスタにある新しい各コントローラで実行する必要がありま
す。

手順

1. 各ノードに電源が入っていない場合は、電源を投入してブートします。

システムが保守モードになっている場合は、問題 the 'halt コマンドを使用して保守モードを終了し、
LOADER プロンプトから次のコマンドを問題します。

「 boot_ontap 」

コントローラモジュールがノードセットアップウィザードを開始します。

次のような出力が表示されます。
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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.

.

.

.

2. システムの指示に従って 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。

次のようなプロンプトが表示されます。

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. ノードがハイアベイラビリティモードで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

そうでない場合は、各ノードで次のコマンドを問題処理してからノードをリブートする必要があります。

「 storage failover modify -mode ha -node localhost 」を参照してください

このコマンドを実行するとハイアベイラビリティモードが設定されますが、ストレージフェイルオーバー
は有効になりません。ストレージ・フェイルオーバーは ' 構成プロセスの後半で MetroCluster configure

コマンドを問題すると ' 自動的に有効になります

5. クラスタインターコネクトとして 4 つのポートが構成されていることを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

次の例は、 cluster_A の 2 台のコントローラについての出力です2 ノード MetroCluster 構成の場合、出力
に表示されるノードは 1 つだけです。
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cluster_A::> network port show

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

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

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

node_A_1

       **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

       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000

node_A_2

       **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

       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000

14 entries were displayed.

6. CLI を使用してクラスタをセットアップするため、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開始し、既存のクラスタに参加します。

クラスタ・セットアップ
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::> 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。

「 cluster show 」を参照してください

次の例は、第 1 ノードが含まれるクラスタ（ cluster1-01 ）が正常に機能しており、クラスタへの参加条
件を満たしていることを示しています。

cluster_A::> cluster show

Node               Health  Eligibility

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

node_A_1           true    true

node_A_2           true    true

node_A_3           true    true

管理 SVM またはノード SVM に対して入力した設定のいずれかを変更する必要がある場合は、「 cluster

setup command 」を使用して「 * Cluster Setup * 」ウィザードにアクセスできます。

クラスタを MetroCluster 構成に設定

クラスタ間 LIF を設定する

専用ポートでのクラスタ間 LIF の設定

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定できます。通常は、レプリケーショントラフィック
に使用できる帯域幅が増加します。

手順
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1. 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。

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

2. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

network interface show -fields home-port 、 curr -port

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、ポート e0e とポート e0f に LIF が割り当てられていないことを示しています。
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cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port

vserver lif                  home-port curr-port

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

Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b

Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b

cluster01

        cluster_mgmt         e0c       e0c

cluster01

        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c

cluster01

        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c

3. 専用ポートのフェイルオーバーグループを作成します。

「 network interface failover-groups create -vserver_system_svm 」 -failover-group_failover_group_

-targets_physical_or_logical_ports_`

次の例は、ポート「 e0e 」と「 e0f 」を、システム SVM 「 cluster01 」上のフェイルオーバーグルー
プ「 intercluster01 」に割り当てます。

cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01

-failover-group

intercluster01 -targets

cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f

4. フェイルオーバーグループが作成されたことを確認します。

「 network interface failover-groups show 」と表示されます

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。
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cluster01::> network interface failover-groups show

                                  Failover

Vserver          Group            Targets

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

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

Cluster

                 Cluster

                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,

                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b

cluster01

                 Default

                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,

                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,

                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f

                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

                 intercluster01

                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f

                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

5. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、フェイルオーバーグループに割り当てます。

ONTAP バージョン コマンドを実行します

9.6 以降 「 network interface create -vserver system_svm -lif lif_name -policy default

-intercluster -home-node node -home-port port -address port_ip -netmask

netmask-failover-group failover_group 」という名前のポートを作成します

9.5 以前 network interface create -vserver system_svm -lif lif_name -role intercluster

-home-node node -home-port port -address port_ip -netmask netmask-failover-

group failover_group を作成します

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、フェイルオーバーグループ「 intercluster01 」にクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「
cluster01_icl02 」を作成します。
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cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl01 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e

-address 192.168.1.201

-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl02 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e

-address 192.168.1.202

-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

6. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *

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

* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface show -role intercluster 」の略

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。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

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

------- ----

cluster01

            cluster01_icl01

                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e

true

            cluster01_icl02

                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f

true

7. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *

「 network interface show -service -policy default -intercluster-failover 」のように入力します
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* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

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、 SVM 「 e0e 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0f

」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

–failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

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

cluster01

         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only

intercluster01

                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,

                                               cluster01-01:e0f

         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only

intercluster01

                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,

                                               cluster01-02:e0f

共有データポートでのクラスタ間 LIF の設定

データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、
クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

手順

1. 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

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

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

* ONTAP 9.6 以降： *

「 network interface create -vserver system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home

-node _-home-port _ -address_port_ip-netmask_`

* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface create -vserver system_svm _ -lif LIF_name -role intercluster -home-node _node _-

home-port _ -address_port_ip-netmask netmask _ 」のようになります

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、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl01 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c

-address 192.168.1.201

-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl02 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c

-address 192.168.1.202

-netmask 255.255.255.0
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3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *

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

* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface show -role intercluster 」の略

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。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

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

------- ----

cluster01

            cluster01_icl01

                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c

true

            cluster01_icl02

                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c

true

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *

「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます

* ONTAP 9.5 以前： *

「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

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、「 e0c 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0d 」ポ
ートにフェイルオーバーされることを示しています。
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cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

–failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

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

cluster01

         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only

192.168.1.201/24

                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,

                                              cluster01-01:e0d

         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only

192.168.1.201/24

                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,

                                              cluster01-02:e0d

ルートアグリゲートをミラーリング

データ保護を提供するには、ルートアグリゲートをミラーする必要があります。

デフォルトでは、ルートアグリゲートは RAID-DP タイプのアグリゲートとして作成されます。ルートアグリ
ゲートのタイプは RAID-DP から RAID4 に変更することができます。次のコマンドは、ルートアグリゲート
を RAID4 タイプのアグリゲートに変更します。

storage aggregate modify –aggregate aggr_name -raidtype raid4

ADP 以外のシステムでは、ミラーリングの実行前後に、アグリゲートの RAID タイプをデフォ
ルトの RAID-DP から RAID4 に変更できます。

手順

1. ルートアグリゲートをミラーします。

「 storage aggregate mirror _aggr_name _ 」のようになります

次のコマンドでは、 controller_A_1 のルートアグリゲートがミラーされます。

controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1

これによりアグリゲートがミラーされるため、ローカルのプレックスとリモートのプレックスがリモート
の MetroCluster サイトに配置されたアグリゲートが作成されます。

2. MetroCluster 構成の各ノードについて、同じ手順を繰り返します。
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MetroCluster 構成の実装

MetroCluster 構成に追加したノードでデータ保護を開始するには 'MetroCluster configure

-refresh true コマンドを実行する必要があります

このタスクについて

MetroCluster 構成を更新するには ' 新しく追加されたノードの 1 つで ' MetroCluster configure -refresh true コ
マンドを 1 回実行します問題各サイトまたは各ノードでコマンドを問題処理する必要はありません。

MetroCluster configure -refresh true コマンドは '2 つのクラスタそれぞれのシステム ID が最も小さい 2 つのノ
ードを 'DR （災害復旧）パートナーとして自動的にペア設定します4 ノード MetroCluster 構成の場合は、 DR

パートナーのペアは 2 組になります。2 つ目の DR ペアは、システム ID が大きい 2 つのノードで作成されま
す。

手順

1. MetroCluster 構成を更新します。

a. advanced 権限モードに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

b. 新しいノードの 1 つで MetroCluster 設定を更新します。 + MetroCluster configure -refresh true

次の例では、両方の DR グループで MetroCluster 構成を更新しています。

controller_A_2::*> metrocluster configure -refresh true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

+

controller_A_4::*> metrocluster configure -refresh true

[Job 740] Job succeeded: Configure is successful.

a. admin 権限モードに戻ります。

「特権管理者」

2. サイト A のネットワークステータスを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

次の例は、 4 ノード MetroCluster 構成でのネットワークポートの用途を示しています。
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cluster_A::> network port show

                                                          Speed (Mbps)

Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

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

controller_A_1

       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  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

       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000

controller_A_2

       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  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

       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000

14 entries were displayed.

3. MetroCluster 構成の両方のサイトから MetroCluster 構成を確認します。

a. サイト A から構成を確認します。

「 MetroCluster show 」

cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

Remote: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

a. サイト B から構成を確認します + MetroCluster show
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cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State

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

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

各ノードでミラーされたデータアグリゲートを作成します

DR グループの各ノードに、ミラーされたデータアグリゲートを 1 つ作成する必要があ
ります。

このタスクについて

• 新しいアグリゲートで使用するドライブを把握しておく必要があります。

• 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択
されるようにする方法を確認しておく必要があります。

• ドライブは特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべて
のドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホ
ームノードになります。

ADP を使用するシステムではパーティションを使用してアグリゲートが作成され、各ドライブがパーティ
ション P1 、 P2 、 P3 に分割されます。

• アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。

https://["ディスクおよびアグリゲートの管理"]

手順

1. 使用可能なスペアのリストを表示します。

「 storage disk show -spare -owner_node_name _ 」というように入力します

2. アグリゲートを作成します。

「 storage aggregate create -mirror true 」のようになります

クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲー
トを作成できます。アグリゲートを特定のノード上に作成するには、「 -node 」パラメータを使用する
か、そのノードが所有するドライブを指定します。

次のオプションを指定できます。

◦ アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
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◦ アグリゲートに追加するドライブのリスト

◦ 追加するドライブ数

使用できるドライブ数が限られている最小サポート構成では、 force-small-aggregate

オプションを使用して、 3 ディスクの RAID-DP アグリゲートを作成できるように設定
する必要があります。

◦ アグリゲートに使用するチェックサム形式

◦ 使用するドライブのタイプ

◦ 使用するドライブのサイズ

◦ 使用するドライブの速度

◦ アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ

◦ RAID グループに含めることができるドライブの最大数

◦ RPM の異なるドライブが許可されるかどうか

これらのオプションの詳細については 'storage aggregate create のマニュアルページを参照してくだ
さい

次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーアグリゲートが作成されます。

cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node

node_A_1 -mirror true

[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.

[Job 15] The job is starting.

[Job 15] Job succeeded: DONE

3. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

健常性監視用の FC-to-SAS ブリッジの設定

このタスクについて

• FibreBridge ブリッジでは、サードパーティ製の SNMP 監視ツールはサポートされません。

• ONTAP 9.8 以降では、デフォルトで FC-to-SAS ブリッジがインバンド接続で監視されるため、追加の設
定は必要ありません。

ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました
次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場
合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

ステップ

1. ONTAP クラスタのプロンプトで、ブリッジをヘルスモニタの対象に追加します。
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a. 使用している ONTAP のバージョンに対応したコマンドを使用して、ブリッジを追加します。

ONTAP バージョン コマンドを実行します

9.5 以降 「 storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed

-by in-band-name_bridge-name_`

9.4 以前 「 storage bridge add -address_bridge-ip

-address_-name_bridge-name_` 」

b. ブリッジが追加され、正しく設定されていることを確認します。

「 storage bridge show 」

ポーリング間隔に応じて、すべてのデータが反映されるまで 15 分程度かかる場合があります。「
Status 」列の値が「 ok 」で、 World Wide Name （ WWN ；ワールドワイド名）などのその他の情報
が表示されていれば、 ONTAP ヘルスモニタでブリッジに接続して監視できます。

次の例は、 FC-to-SAS ブリッジが設定されていることを示しています。

controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor

Model                Bridge WWN

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

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

ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto

FibreBridge 7500N      20000010867038c0

ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto

FibreBridge 7500N      20000010867033c0

ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto

FibreBridge 7500N      20000010867030c0

ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto

FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>

MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動

MetroCluster 構成では、アグリゲート間でメタデータボリュームを移動できます。メタ
データボリュームの移動が必要となるのは、ソースアグリゲートが運用停止になるかミ
ラーリングを解除されたとき、または何らかの理由でアグリゲートが条件を満たさなく
なったときです。
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このタスクについて

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者の権限が必要です。

• ターゲットアグリゲートがミラーされており、かつデグレード状態でないことが必要です。

• ターゲットアグリゲートに、移動するメタデータボリュームよりも大きな使用可能スペースがあることが
必要です。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

「 advanced 」の権限が必要です

2. 移動するメタデータボリュームを特定します。

volume show MDV_CRS *

Cluster_A::*> volume show MDV_CRS*

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

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

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

Cluster_A

          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A

                       Node_A_1_aggr1

                                    online     RW         10GB

9.50GB    5%

Cluster_A

          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B

                       Node_A_2_aggr1

                                    online     RW         10GB

9.50GB    5%

Cluster_A

          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A

                       Node_B_1_aggr1

                                    -          RW            -

-     -

Cluster_A

          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B

                       Node_B_2_aggr1

                                    -          RW            -

-     -

4 entries were displayed.

Cluster_A::>

3. 対象となるターゲットアグリゲートを特定します。
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MetroCluster check config-replication show-aggregate-eligibility

次のコマンドは、メタデータボリュームをホストできる cluster_A 内のアグリゲートを特定します。

Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-

eligibility

Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments

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

--------

Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate

Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate

Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true -

Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true -

Node_A_1_aggr2 - true

Node_A_2_aggr2 - true

Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate

Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration

Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement

Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate

この例では、 Node_A_1_aggr2 と Node_A_2_aggr2 が該当します。

4. ボリューム移動処理を開始します。

'volume move start -vserver_svm_name_-volume_volume_name_-destination aggregate-

destination_destination_aggregate-name_*'

次のコマンドは、メタデータボリューム「 MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 」を「アグ
リゲート Node_A_1_aggr1 」から「アグリゲート Node_A_1_aggr2 」に移動します。
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Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume

MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1

-destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01

Warning: You are about to modify the system volume

         "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A".  This may cause

severe

         performance or stability problems.  Do not proceed unless

directed to

         do so by support.  Do you want to proceed? {y|n}: y

[Job 109] Job is queued: Move

"MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver

"svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01".

Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume

MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status

of this operation.

5. ボリューム移動処理の状態を確認します。

volume move show -volume vol_constituent_name 」と表示されます

6. admin 権限レベルに戻ります。

「特権管理者」

MetroCluster の設定を確認しています

MetroCluster 構成内のコンポーネントおよび関係が正しく機能していることを確認でき
ます。チェックは、初期設定後と、 MetroCluster 設定に変更を加えたあとに実施する必
要があります。また、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーやスイッチバックの処
理の前にも実施します。

このタスクについて

いずれかまたは両方のクラスタに対して短時間に MetroCluster check run コマンドを 2 回発行すると ' 競合が
発生し ' コマンドがすべてのデータを収集しない場合がありますそれ以降の「 MetroCluster check show 」コ
マンドでは、期待される出力が表示されません。

手順

1. 構成を確認します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

このコマンドはバックグラウンドジョブとして実行され、すぐに完了しない場合があります。
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cluster_A::> metrocluster check run

The operation has been started and is running in the background. Wait

for

it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To

check the status of the running metrocluster check operation, use the

command,

"metrocluster operation history show -job-id 2245"

cluster_A::> metrocluster check show

Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result

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

nodes               ok

lifs                ok

config-replication  ok

aggregates          ok

clusters            ok

connections         ok

6 entries were displayed.

2. 最新の MetroCluster check run コマンドから ' より詳細な結果を表示します

MetroCluster check aggregate show

MetroCluster check cluster show

MetroCluster check config-replication show

MetroCluster check lif show

MetroCluster check node show

「 MetroCluster check show 」コマンドは、最新の「 MetroCluster check run 」コマンドの結果を表示し
ます。MetroCluster check show コマンドを使用する前に ' 必ず MetroCluster check run コマンドを実行し
て ' 表示されている情報が最新であることを確認してください

次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check aggregate show コマンドの出力例を示し
ます。

cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check

Result

243



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

---------

controller_A_1        controller_A_1_aggr0

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

                      controller_A_1_aggr1

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

                      controller_A_1_aggr2

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

controller_A_2        controller_A_2_aggr0

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

                      controller_A_2_aggr1

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

                      controller_A_2_aggr2

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

244



18 entries were displayed.

次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check cluster show コマンドの出力例を示しま
す。この出力は、必要に応じてネゴシエートスイッチオーバーを実行できる状態であることを示していま
す。

Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster               Check                           Result

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

mccint-fas9000-0102

                      negotiated-switchover-ready     not-applicable

                      switchback-ready                not-applicable

                      job-schedules                   ok

                      licenses                        ok

                      periodic-check-enabled          ok

mccint-fas9000-0304

                      negotiated-switchover-ready     not-applicable

                      switchback-ready                not-applicable

                      job-schedules                   ok

                      licenses                        ok

                      periodic-check-enabled          ok

10 entries were displayed.

Config Advisor での MetroCluster 構成エラーの確認

一般的な構成エラーの有無を確認する Config Advisor ツールをネットアップサポートサ
イトからダウンロードできます。

このタスクについて

Config Advisor は、構成の検証や健常性のチェックに使用できるツールです。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。

Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

手順

1. Config Advisor のダウンロードページにアクセスし、ツールをダウンロードします。

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

2. Config Advisor を実行し、ツールの出力を確認して、問題が検出された場合は出力に表示される推奨事項
に従って対処します。

245



カスタム AutoSupport メッセージは、 MetroCluster 構成へのノードの追加後に送信し
ます

保守が完了したことをネットアップテクニカルサポートに通知するには、 AutoSupport

メッセージを問題で送信する必要があります。

このタスクについて

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

手順

1. Site_A のクラスタにログインします

2. メンテナンスの終了を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示さ
れます

3. 同じ手順をパートナーサイトでも実行します。

スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証しています

MetroCluster 構成のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理を検証する必要が
あります。

手順

1. のネゴシエートスイッチオーバー、修復、スイッチバックの手順を使用します "MetroCluster の管理とデ
ィザスタリカバリ"。

MetroCluster IP構成の拡張

ONTAP のバージョンに応じて、4つの新しいノードを新しいDRグループとして追加する
ことでMetroCluster IP構成を拡張できます。

ONTAP 9.13.1以降では、4つの新しいノードを3つ目のDRグループとしてMetroCluster IP構成に追加できま
す。これにより、12ノードのMetroCluster 構成が作成されます。

ONTAP 9.9.9..1 以降では、 4 つの新しいノードを 2 つ目の DR グループとして MetroCluster IP 構成に追加で
きます。これにより、 8 ノード MetroCluster 構成が作成されます。

作業を開始する前に

• 古いノードと新しいノードで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

• この手順 では、1つの4ノードDRグループを拡張するために必要な手順について説明します。8ノード構
成（DRグループが2つ）の場合は、DRグループごとに手順 全体を繰り返す必要があります。

• プラットフォームの混在をサポートするプラットフォームモデルについては、新旧がサポートされること
を確認する必要があります。

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

246

https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/disaster-recovery/concept_dr_workflow.html


• 古いプラットフォームモデルと新しいプラットフォームモデルの両方が IP スイッチでサポートされてい
ることを確認する必要があります。

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

• 新しいノードには、古いノードのデータを格納するための十分なストレージと、ルートアグリゲートとス
ペアディスク用の十分なディスクが必要です。

• この手順 は、FAS2750システムとAFF A220システムではサポートされていません。

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。

DR グループ site_A で cluster_A site_B （ site_B

dr_group_1 - 古い • node_A_1 - 古い

• Node_a_2-old

• node_B_1 - 古い

• node_B_2 - 古い

dr_group_2 - 新規 • Node_a_3 - 新規

• Node_a_4 - 新規

• node_B_2 - 新規

• node_B_2 - 新規

2つ目のDRグループを追加する際にサポートされるプラットフォームの組み合わせ

次の表に、8ノードIP構成でサポートされるプラットフォームの組み合わせを示します。

• この表の組み合わせは、通常の8ノード構成または永続的な8ノード構成にのみ該当しま
す。

• この表に示されているプラットフォームの組み合わせは、移行手順または更新手順を使用
する場合は適用されません*。

• 1つのDRグループ内のすべてのノードのタイプと構成が同じである必要があります。

• *注1 *：これらの組み合わせには、ONTAP 9.9.1以降（またはプラットフォームでサポートされるONTAP

の最小バージョン）が必要です。

• *注2 *：これらの組み合わせには、ONTAP 9.13.1以降（またはプラットフォームでサポートされてい
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るONTAP の最小バージョン）が必要です。

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）を実行システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メン
テナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクについて

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

手順

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、アップグレード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. 次のコマンドを問題に設定します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message 」 MAINT=10h Upgrading _old-

model_to _new-model 」に変更します

この例では、 10 時間のメンテナンス時間を指定しています。プランによっては、さらに時間をかけた
い場合もあります。

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、メンテナンス期間が終了したことを通知す
る AutoSupport メッセージを起動できます。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示さ
れます

a. 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 構成の健全性の確認

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

手順

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。
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「 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. Config Advisor を実行します。

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

g. 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. クラスタが正常であることを確認します。

「 cluster show 」を参照してください

cluster_A::> cluster show

Node           Health  Eligibility

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

node_A_1       true    true

node_A_2       true    true

cluster_A::>

3. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます
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cluster_A::> network port show -ipspace Cluster

Node: node_A_1-old

                                                  Speed(Mbps) Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status

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

e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2-old

                                                  Speed(Mbps) Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status

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

e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::>

4. すべてのクラスタ LIF が動作していることを確認します。

「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

各クラスタ LIF で、 Is Home には true 、 Status Admin/Oper には up/up と表示されるはずです
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cluster_A::> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

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

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

Cluster

            node_A_1-old_clus1

                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1   e0a

true

            node_A_1-old_clus2

                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1   e0b

true

            node_A_2-old_clus1

                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2   e0a

true

            node_A_2-old_clus2

                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2   e0b

true

4 entries were displayed.

cluster_A::>

5. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します
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cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical

Vserver   Interface     Auto-revert

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

Cluster

           node_A_1-old_clus1

                        true

           node_A_1-old_clus2

                        true

           node_A_2-old_clus1

                        true

           node_A_2-old_clus2

                        true

    4 entries were displayed.

cluster_A::>

監視アプリケーションから構成を削除します

ONTAP Tiebreaker ソフトウェア、 MetroCluster メディエーター、またはスイッチオーバーを開始できるその
他の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、アップグレードの前
に、監視ソフトウェアから MetroCluster 構成を削除する必要があります。

手順

1. Tiebreaker 、メディエーター、またはスイッチオーバーを開始できるその他のソフトウェアから既存の
MetroCluster 構成を削除します。

使用するポート 使用する手順

Tiebreaker "MetroCluster 設定の削除"。

メディエーター ONTAP プロンプトで次のコマンドを問題に設定し
ます。

MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除され
ました

サードパーティ製アプリケーション 製品マニュアルを参照してください。

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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新しいコントローラモジュールの準備を行います

4 つの新しい MetroCluster 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_3 - 新規

• Node_a_4 - 新規

• node_B_2 - 新規

• node_B_2 - 新規

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. 新しいコントローラをラックに設置します。

2. MetroCluster のインストールと設定に示すように、新しい MetroCluster IP ノードを 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"

3. MetroCluster のインストールと設定について、次のセクションを使用して MetroCluster IP ノードを設定
します。 _

a. "必要な情報の収集"

b. "コントローラモジュールでのシステムデフォルトのリストア"

c. "コンポーネントの ha-config 状態の確認"

d. "プール 0 ドライブの手動割り当て（ ONTAP 9.4 以降）"

4. 保守モードから問題 the halt コマンドを実行して保守モードを終了し、 boot_ontap コマンドを問題して
システムをブートしてクラスタセットアップを開始します。

このとき、クラスタウィザードやノードウィザードを実行しないでください。

RCF ファイルをアップグレードします

新しいスイッチファームウェアをインストールする場合は、 RCF ファイルをアップグレ
ードする前にスイッチファームウェア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

この手順では、 RCF ファイルをアップグレードするスイッチ上のトラフィックが中断されます。新しい RCF

ファイルが適用されると、トラフィックは再開されます。

手順

1. 構成の健全性を確認
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a. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

cluster_A::*> metrocluster check run

この処理はバックグラウンドで実行されます。

b. MetroCluster check run オペレーションが完了したら ' MetroCluster check show を実行して結果を表
示します

約 5 分後に、次の結果が表示されます。

-----------

::*> metrocluster check show

Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

Component           Result

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

nodes               ok

lifs                ok

config-replication  ok

aggregates          warning

clusters            ok

connections         not-applicable

volumes             ok

7 entries were displayed.

a. 実行中の MetroCluster チェック処理のステータスを確認します。

MetroCluster オペレーション履歴 show -job-id 38`

b. ヘルスアラートがないことを確認します。

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

2. 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"

3. スイッチベンダーに応じて、IP RCFファイルをダウンロードしてインストールします。

スイッチを次の順序で更新します。Switch_A_1、Switch_B_1、Switch_A_1、Switch_B_2
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◦ "Broadcom IP の RCF ファイルをダウンロードしてインストールします"

◦ "Cisco IP RCF ファイルのダウンロードとインストール"

L2共有またはL3ネットワーク構成を使用している場合は、お客様の中間スイッチまた
はお客様のスイッチでISLポートの調整が必要になることがあります。スイッチポート
モードが「access」モードから「trunk」モードに変わることがあります。スイッ
チ_A_1とB_1の間のネットワーク接続が完全に機能していて、ネットワークが正常であ
る場合にのみ、2つ目のスイッチペア（A_2、B_2）のアップグレードに進みます。

新しいノードのクラスタへの追加

4 つの新しい MetroCluster IP ノードを既存の MetroCluster 構成に追加する必要があります。

このタスクについて

このタスクは両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. 新しい MetroCluster IP ノードを既存の MetroCluster 構成に追加

a. 最初の新しい MetroCluster IP ノード（ node_A_1 の新しいノード）を既存の MetroCluster IP 構成に
追加します。

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.

This system will send event messages and periodic reports to NetApp

Technical

Support. To disable this feature, enter

autosupport modify -support disable

within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination

and

resolution, should a problem occur on your system.

For further information on AutoSupport, see:

http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes
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Enter the node management interface port [e0M]: 172.17.8.93

172.17.8.93 is not a valid port.

The physical port that is connected to the node management network.

Examples of

node management ports are "e4a" or "e0M".

You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter the node management interface port [e0M]:

Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93

Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0

Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1

A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93

has been created.

Use your web browser to complete cluster setup by accessing

https://172.17.8.93

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command

line

interface:

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

{create, join}:

join

Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask

e0c     9000    169.254.148.217 255.255.0.0

e0d     9000    169.254.144.238 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes

.

.

.

b. 2 つ目の新しい MetroCluster IP ノード（ node_A_1 の新しいノード）を既存の MetroCluster IP 構成
に追加します。

2. 同じ手順を繰り返して、 node_B_1 の新規クラスタ B に node_B_2 を追加します

256



クラスタ間 LIF の設定、 MetroCluster インターフェイスの作成、およびルートアグリ
ゲートのミラーリングを行います

クラスタピア LIF を作成し、新しい MetroCluster IP ノードに MetroCluster インターフェイスを作成する必要
があります。

このタスクについて

例で使用しているホームポートはプラットフォーム固有です。MetroCluster IP ノードプラットフォームに固
有の適切なホームポートを使用する必要があります。

手順

1. 新しい MetroCluster IP ノードで、次の手順に従ってクラスタ間 LIF を設定します。

"専用ポートでのクラスタ間 LIF の設定"

"共有データポートでのクラスタ間 LIF の設定"

2. 各サイトで、クラスタピアリングが設定されていることを確認します。

cluster peer show

次の例は、 cluster_A のクラスタピアリング設定を示しています。

cluster_A:> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

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

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

cluster_B                 1-80-000011           Available      ok

次の例は、 cluster_B でのクラスタピアリング設定を示しています。

cluster_B:> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

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

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

cluster_A                 1-80-000011           Available      ok

cluster_B::>

3. MetroCluster IP ノードの DR グループを作成します。

MetroCluster 構成設定 dr-group create -partner-cluster

MetroCluster の設定と接続の詳細については、次のトピックを参照してください。

"MetroCluster IP 構成に関する考慮事項"
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"DR グループを作成します"

cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create

-partner-cluster

cluster_B -local-node node_A_1-new -remote-node node_B_1-new

[Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful.

cluster_A::>

4. DR グループが作成されたことを確認します。

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

cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show

DR Group ID Cluster                    Node               DR Partner

Node

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

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

1           cluster_A

                                       node_A_1-old        node_B_1-old

                                       node_A_2-old        node_B_2-old

            cluster_B

                                       node_B_1-old        node_A_1-old

                                       node_B_2-old        node_A_2-old

2           cluster_A

                                       node_A_1-new        node_B_1-new

                                       node_A_2-new        node_B_2-new

            cluster_B

                                       node_B_1-new        node_A_1-new

                                       node_B_2-new        node_A_2-new

8 entries were displayed.

cluster_A::>

5. 新しく参加した MetroCluster IP ノードの MetroCluster IP インターフェイスを設定します。

MetroCluster 構成設定インターフェイス create-cluster-name
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◦ 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

どちらのクラスタからも MetroCluster IP インターフェイスを設定できます。また、
ONTAP 9.1.1 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
イスを作成するには、 -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"。
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cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1-new -home-port e1a -address

172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0

[Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1-new -home-port e1b -address

172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0

[Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2-new -home-port e1a -address

172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0

[Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2-new -home-port e1b -address

172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0

[Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1-new -home-port e1a -address

172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0

[Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1-new -home-port e1b -address

172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0

[Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2-new -home-port e1a -address

172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0

[Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2-new -home-port e1b -address

172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0

[Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.

6. MetroCluster IP インターフェイスが作成されたことを確認します。

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

cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show
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DR

Config

Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway

State

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

---------

1     cluster_A

             node_A_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.10    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.10    255.255.255.0   -

completed

              node_A_2-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.11    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.11    255.255.255.0   -

completed

      cluster_B

             node_B_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.13    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.13    255.255.255.0   -

completed

              node_B_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.12    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.12    255.255.255.0   -

completed

2     cluster_A

             node_A_3-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.10    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.10    255.255.255.0   -

completed

              node_A_3-new
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                 Home Port: e1a

                      172.17.28.11    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.11    255.255.255.0   -

completed

      cluster_B

             node_B_3-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.13    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.13    255.255.255.0   -

completed

              node_B_3-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.12    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.12    255.255.255.0   -

completed

8 entries were displayed.

cluster_A>

7. MetroCluster IP インターフェイスを接続します。

MetroCluster 構成設定接続接続

このコマンドの実行には数分かかることがあります。

cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect

cluster_A::>

8. 接続が正しく確立されていることを確認します MetroCluster configurion-settings connection show

cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show

DR                    Source          Destination

Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type

Config State

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

------------
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1     cluster_A

              node_A_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.10    172.17.28.11    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.10    172.17.28.12    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.10    172.17.28.13    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.10    172.17.29.11    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.10    172.17.29.12    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.10    172.17.29.13    DR Auxiliary

completed

              node_A_2-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.11    172.17.28.10    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.11    172.17.28.13    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.11    172.17.28.12    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.11    172.17.29.10    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.11    172.17.29.13    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.11    172.17.29.12    DR Auxiliary

completed

DR                    Source          Destination

Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type

Config State

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

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

1     cluster_B
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              node_B_2-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.13    172.17.28.12    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.13    172.17.28.11    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.13    172.17.28.10    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.13    172.17.29.12    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.13    172.17.29.11    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.13    172.17.29.10    DR Auxiliary

completed

              node_B_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.12    172.17.28.13    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.12    172.17.28.10    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.12    172.17.28.11    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.12    172.17.29.13    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.12    172.17.29.10    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.12    172.17.29.11    DR Auxiliary

completed

DR                    Source          Destination

Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type

Config State

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

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

2     cluster_A

              node_A_1-new**
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                 Home Port: e1a

                      172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.10    172.17.26.12    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.10    172.17.26.13    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.10    172.17.27.12    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.10    172.17.27.13    DR Auxiliary

completed

              node_A_2-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.11    172.17.26.13    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.11    172.17.26.12    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.11    172.17.27.13    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.11    172.17.27.12    DR Auxiliary

completed

DR                    Source          Destination

Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type

Config State

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

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

2     cluster_B

              node_B_2-new

                 Home Port: e1a
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                      172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.13    172.17.26.11    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.13    172.17.26.10    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.13    172.17.27.11    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.13    172.17.27.10    DR Auxiliary

completed

              node_B_1-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.12    172.17.26.10    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.12    172.17.26.11    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.12    172.17.27.10    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.12    172.17.27.11    DR Auxiliary

completed

48 entries were displayed.

cluster_A::>

9. ディスクの自動割り当てとパーティショニングを確認します。

「 Disk show -pool Pool1 」
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cluster_A::> disk show -pool Pool1

                     Usable           Disk    Container   Container

Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name

Owner

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

--------

1.10.4                    -    10   4 SAS     remote      -

node_B_2

1.10.13                   -    10  13 SAS     remote      -

node_B_2

1.10.14                   -    10  14 SAS     remote      -

node_B_1

1.10.15                   -    10  15 SAS     remote      -

node_B_1

1.10.16                   -    10  16 SAS     remote      -

node_B_1

1.10.18                   -    10  18 SAS     remote      -

node_B_2

...

2.20.0              546.9GB    20   0 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a1

node_a_1

2.20.3              546.9GB    20   3 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a2

node_a_2

2.20.5              546.9GB    20   5 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1

node_a_1

2.20.6              546.9GB    20   6 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1

node_a_1

2.20.7              546.9GB    20   7 SAS     aggregate   rha1_a2_aggr1

node_a_2

2.20.10             546.9GB    20  10 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1

node_a_1

...

43 entries were displayed.

cluster_A::>

10. ルートアグリゲートをミラーします。

「 storage aggregate mirror -aggregate aggr0_cluster1_01 -new 」という名前のアグリゲートが作成され
ます

この手順は MetroCluster IP ノードごとに実行する必要があります。
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cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_1-new

Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_1-new"on node

"node_A_1-new"

      in the following manner:

      Second Plex

        RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)

                                                            Usable

Physical

          Position   Disk                      Type           Size

Size

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

--------

          dparity    4.20.0                    SAS               -

-

          parity     4.20.3                    SAS               -

-

          data       4.20.1                    SAS         546.9GB

558.9GB

      Aggregate capacity available forvolume use would be 467.6GB.

Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::>

11. ルートアグリゲートがミラーされたことを確認します。

「 storage aggregate show

cluster_A::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

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

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

aggr0_node_A_1-old

           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_1-old

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal
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aggr0_node_A_2-old

           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_2-old

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal

aggr0_node_A_1-new

           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_1-new

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal

aggr0_node_A_2-new

           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_2-new

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal

aggr_data_a1

            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_1-old

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal

aggr_data_a2

            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_2-old

raid_dp,

 

mirrored,

新しいノードの追加を完了しています

新しい DR グループを MetroCluster 構成に組み込み、新しいノードにミラーされたデータアグリゲートを作
成する必要があります。

手順

1. MetroCluster 構成を更新します。

a. advanced 権限モードに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です
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b. 新しいノードの 1 つで MetroCluster 構成を更新します。

MetroCluster 構成

次の例では、両方の DR グループで MetroCluster 構成を更新しています。

cluster_A::*> metrocluster configure -refresh true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

a. admin 権限モードに戻ります。

「特権管理者」

2. 新しい MetroCluster ノードのそれぞれで、ミラーされたデータアグリゲートを作成します。

「 storage aggregate create -aggregate _aggregate-name _ -node_name_diskcount 」 - disks_no-of disks

_ -mirror true 」という名前のアグリゲートが作成されます

各サイトに少なくとも 1 つのミラーされたデータアグリゲートを作成する必要がありま
す。MetroCluster IP ノード上のサイトごとに 2 つのミラーされたデータアグリゲートを配
置して MDV ボリュームをホストすることを推奨しますが、サイトごとに 1 つのアグリゲー
トをサポートできます（ただし推奨しません）。MetroCluster の一方のサイトにはミラー
されたデータアグリゲートが 1 つあり、もう一方のサイトにはミラーされたデータアグリ
ゲートが複数あることがサポートされます。

次の例は、 node_A_1 で新しいアグリゲートを作成します。

cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_1-

new -diskcount 10 -mirror t

Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_1-new" would

be:

      First Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)

                                                            Usable

Physical

          Position   Disk                      Type           Size

Size

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

--------

          dparity    5.10.15                   SAS               -

-

          parity     5.10.16                   SAS               -

-
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          data       5.10.17                   SAS         546.9GB

547.1GB

          data       5.10.18                   SAS         546.9GB

558.9GB

          data       5.10.19                   SAS         546.9GB

558.9GB

      Second Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)

                                                            Usable

Physical

          Position   Disk                      Type           Size

Size

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

--------

          dparity    4.20.17                   SAS               -

-

          parity     4.20.14                   SAS               -

-

          data       4.20.18                   SAS         546.9GB

547.1GB

          data       4.20.19                   SAS         546.9GB

547.1GB

          data       4.20.16                   SAS         546.9GB

547.1GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 440] Job succeeded: DONE

cluster_A::>

3. ノードが DR グループに追加されたことを確認します。

271



cluster_A::*> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR

Group Cluster Node               State          Mirroring Mode

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

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

1     cluster_A

              node_A_1-old        configured     enabled   normal

              node_A_2-old        configured     enabled   normal

      cluster_B

              node_B_1-old        configured     enabled   normal

              node_B_2-old        configured     enabled   normal

2     cluster_A

              node_A_3-new        configured     enabled   normal

              node_A_4-new        configured     enabled   normal

      cluster_B

              node_B_3-new        configured     enabled   normal

              node_B_4-new        configured     enabled   normal

8 entries were displayed.

cluster_A::*>

4. advanced 権限で、 MDV_CRS ボリュームを古いノードから新しいノードに移動します。

a. ボリュームを表示して MDV ボリュームを特定します。

各サイトにミラーされたデータアグリゲートが 1 つある場合、両方の MDV ボリューム
をこの 1 つのアグリゲートに移動します。ミラーされたデータアグリゲートが 2 つ以
上ある場合、各 MDV ボリュームを別々のアグリゲートに移動します。

次に 'volume show 出力の MDV ボリュームの例を示します
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cluster_A::> volume show

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

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

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

...

cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A

                       aggr_b1      -          RW            -

-     -

cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B

                       aggr_b2      -          RW            -

-     -

cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A

                       aggr_a1      online     RW         10GB

9.50GB    0%

cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B

                       aggr_a2      online     RW         10GB

9.50GB    0%

...

11 entries were displayed.mple

b. advanced 権限レベルを設定します。

「 advanced 」の権限が必要です

c. MDV ボリュームを 1 つずつ移動します。

'volume move start -volume_MDV_-destination-aggregate_aggr-on_new-node-vserver_vserver-name_`

次の例は、「 MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_a 」を「 node_A_1 」のアグリゲー
ト「 node_A_1 」に移動するコマンドと出力を示しています。
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cluster_A::*> vol move start -volume

MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate

data_a3 -vserver cluster_A

Warning: You are about to modify the system volume

         "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might

cause severe

         performance or stability problems. Do not proceed unless

directed to

         do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y

[Job 494] Job is queued: Move

"MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A"

to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A

-volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view

the status of this operation.

d. volume show コマンドを使用して、 MDV ボリュームが正常に移動されたことを確認します。

'volume show_MDV_NAME_`

次の出力は、 MDV ボリュームが移動されたことを示しています。

cluster_A::*> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B

Vserver     Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

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

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

cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B

                       aggr_a2      online     RW         10GB

9.50GB    0%

5. 古いノードから新しいノードにイプシロンを移動します。

a. 現在イプシロンが設定されているノードを特定します。

cluster show -fields epsilon
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cluster_B::*> cluster show -fields epsilon

node             epsilon

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

node_A_1-old      true

node_A_2-old      false

node_A_3-new      false

node_A_4-new      false

4 entries were displayed.

b. 古いノード（ node_A_1 古い）でイプシロンを false に設定します。

cluster modify -node _old-node—epsilon false *

c. 新しいノード（ node_A_1 ）でイプシロンを true に設定します。

cluster modify -node-new-node—epsilon true

d. イプシロンが正しいノードに移動されたことを確認します。

cluster show -fields epsilon

cluster_A::*> cluster show -fields epsilon

node             epsilon

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

node_A_1-old      false

node_A_2-old      false

node_A_3-new      true

node_A_4-new      false

4 entries were displayed.

ディザスタリカバリグループを削除しています

ONTAP 9.8 以降では、 8 ノード MetroCluster 構成から DR グループを削除して、 4 ノ
ード MetroCluster 構成を作成できます。

この手順は ONTAP 9.8 以降でサポートされています。ONTAP 9.7以前を実行しているシステムについては、
技術情報アーティクルを参照してください

"MetroCluster 構成からDRグループを削除する方法"

https://["ネットアップサポート"]

8 ノード構成では、 8 つのノードが 2 つの 4 ノード DR グループとして編成されています。
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DR グループを 1 つ削除することで、 4 つのノードが構成に残ります。

各クラスタから DR グループノードを削除します

• この手順は両方のクラスタで実行する必要があります。

• 「 MetroCluster remove-dr-group 」コマンドは、 ONTAP 9.8 以降でのみサポートされます。

a. DR グループがない場合は、削除する準備をします。
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i. すべてのデータボリュームを別の DR グループに移動します。

ii. の手順に従って、すべてのMDV_CRSメタデータボリュームを別のDRグループに移動します
"MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動" 手順

iii. 削除する DR グループにある MDV_AUD メタデータボリュームをすべて削除してください。

iv. 次の例に示すように、 DR グループ内のすべてのデータアグリゲートを削除します。

ClusterA::> storage aggregate show -node ClusterA-01, ClusterA-02

-fields aggregate ,node

ClusterA::> aggr delete -aggregate aggregate_name

ClusterB::> storage aggregate show -node ClusterB-01, ClusterB-02

-fields aggregate ,node

ClusterB::> aggr delete -aggregate aggregate_name

ルートアグリゲートは削除されません。

v. データLIFをオフラインにします。 network interface modify -vserver svm-name -lif

data-lif -status-admin down

vi. すべてのデータ LIF を別の DR グループのホームノードに移行する。+`network interface show

-home-node _old_node_name

network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-node

new_node -home-port port-id

vii. データLIFをオンラインに戻します。 network interface modify -vserver svm-name

-lif data-lif -status-admin up

viii. クラスタ管理 LIF を別の DR グループのホームノードに移行する。

network interface show -role cluster-mgmt-`

network interface modify -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -home-node

new_node -home-port port-id

ノード管理 LIF とクラスタ間 LIF は移行されません。

i. 必要に応じて、別の DR グループ内のノードにイプシロンを移動します。
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ClusterA::> set advanced

ClusterA::*> cluster show

Move epsilon if needed

ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon false

ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon true

ClusterB::> set advanced

ClusterB::*> cluster show

ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon false

ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon true

ClusterB::*> set admin

b. DR グループを特定して削除します。

i. 削除する適切な DR グループを特定します。

MetroCluster node show

ii. DR グループノードを削除します。 +dr-dr MetroCluster -group-dr -group-id 1'

次の例は、 cluster_A の DR グループ構成を削除します
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cluster_A::*>

Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster

         configuration will lose their disaster recovery protection.

         Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC"will be removed from

the

         MetroCluster configuration. You must repeat the operation on

the

         partner cluster "cluster_B"to remove the remote nodes in the

DR group.

Do you want to continue? {y|n}: y

Info: The following preparation steps must be completed on the local

and partner

      clusters before removing a DR group.

      1. Move all data volumes to another DR group.

      2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group.

      3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR

group to

      be removed.

      4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed.

Root

      aggregates are not deleted.

      5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.

      6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another

DR group.

      Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.

      7. Transfer epsilon to a node in another DR group.

      The command is vetoed if the preparation steps are not

completed on the

      local and partner clusters.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.

cluster_A::*>

c. パートナークラスタで同じ手順を繰り返します。

d. MetroCluster IP 構成の場合は、古い DR グループのノード上の MetroCluster 接続を削除します。

これらのコマンドはいずれかのクラスタから実行し、両方のクラスタにまたがる DR グループ全体に
適用できます。
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i. 接続を切断します。

MetroCluster 構成設定接続 disconnect_dr -group-id_`

ii. 古い DR グループのノード上の MetroCluster インターフェイスを削除します。

MetroCluster 構成設定インタフェースは削除されます

iii. 古い DR グループの構成を削除します。+ MetroCluster 構成設定 DR-group delete

e. 古い DR グループからノードを分離

この手順は各クラスタで実行する必要があります。

i. advanced 権限レベルを設定します。

「 advanced 」の権限が必要です

ii. ストレージフェイルオーバーを無効にします。

storage failover modify -node node_name enable false

iii. ノードを削除します :+cluster unjoin -node -node_name _

古い DR グループ内のもう一方のローカルノードに対して、この手順を繰り返します。

iv. admin 特権レベルを設定します。 +'set -privilege admin'

f. 新しい DR グループでクラスタ HA を再度有効にします。

cluster ha modify -configured true

この手順は各クラスタで実行する必要があります。

a. 古いコントローラモジュールとストレージシェルフを停止、電源オフ、および取り外します。

追加情報の参照先

MetroCluster の設定と処理の詳細については、を参照してください。

MetroCluster およびその他の情報

情報 件名

"MetroCluster のドキュメント" • すべての MetroCluster 情報
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"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設
定"

• ファブリック接続 MetroCluster アーキテクチャ

• 構成のケーブル接続

• FC-to-SAS ブリッジの設定

• FC スイッチを設定します

• ONTAP で MetroCluster を設定します

"ストレッチ MetroCluster のインストールと設定" • ストレッチ MetroCluster アーキテクチャ

• 構成のケーブル接続

• FC-to-SAS ブリッジの設定

• ONTAP で MetroCluster を設定します

"MetroCluster の管理とディザスタリカバリ" • MetroCluster 構成について

• スイッチオーバー、修復、スイッチバック

• ディザスタリカバリ

"MetroCluster コンポーネントの保守" • MetroCluster FC 構成のメンテナンスガイドライ
ン

• FC-to-SAS ブリッジおよび FC スイッチのハード
ウェア交換 / アップグレードおよびファームウェ
アアップグレード手順

• ファブリック接続またはストレッチ MetroCluster

FC 構成でのディスクシェルフのホットアド

• ファブリック接続またはストレッチ MetroCluster

FC 構成でのディスクシェルフのホットリムーブ

• ファブリック接続またはストレッチ MetroCluster

FC 構成のディザスタサイトでのハードウェア交
換

• 2 ノードのファブリック接続またはストレッチ
MetroCluster FC 構成の 4 ノード MetroCluster 構
成への拡張

• 4 ノードのファブリック接続またはストレッチ
MetroCluster FC 構成の 8 ノード MetroCluster

FC 構成への拡張

"MetroCluster のアップグレード、移行、拡張" • MetroCluster 設定をアップグレードまたは更新す
る

• MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成へ
の移行

• ノードの追加による MetroCluster 構成の拡張
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"MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアのインストー
ルおよび設定"

• MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアを使用して
MetroCluster 構成を監視する

https://["AFF と FAS ドキュメントセンター"^]

ストレージシェルフの標準的なメンテ
ナンス手順を MetroCluster IP 構成で使
用できます。

• ディスクシェルフのホットアド

• ディスクシェルフのホットリムーブ

http://["コピーベースの移行"^] • 7-Mode ストレージシステムから clustered Data

ONTAP ストレージシステムへデータを移行する

https://["ONTAP の概念"^] • ミラーされたアグリゲートの機能
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