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FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換
します

FlexVol ボリュームから FlexGroup ボリュームへの変換の概要
を参照してください

FlexVol ボリュームをそのスペース制限を超えて拡張する場合は、 FlexVol ボリュームを
FlexGroup ボリュームに変換できます。ONTAP 9.7 以降では、スタンドアロンの
FlexVol ボリュームや SnapMirror 関係にある FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュー
ムに変換できます。

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換する際の考慮事項

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換する前に、サポートされる機能と処理を確認しておく必要
があります。

ONTAP 9.13.1以降では、変換中も自律型ランサムウェア対策を有効にしておくことができます。保護がアク
ティブな場合は、変換後に元のFlexVolがFlexGroupルートコンスティチュエントになります。保護がアクティ
ブでない場合は、変換時に新しいFlexGroupが作成され、元のFlexVolがルートコンスティチュエントの役割を
担います。

変換中は処理がサポートされません

ボリューム変換の実行中は、次の処理は実行できません。

• ボリューム移動

• アグリゲートの自動負荷分散

• アグリゲートの再配置

• ハイアベイラビリティ構成での計画的なテイクオーバーとギブバック

• ハイアベイラビリティ構成での手動および自動のギブバック

• クラスタのアップグレードとリバート

• FlexClone ボリュームのスプリット

• ボリュームをリホスト

• ボリュームの変更とオートサイズ

• ボリュームの名前を変更

• アグリゲートにオブジェクトストアを接続しています

• MetroCluster 構成でのネゴシエートスイッチオーバー

• SnapMirror 処理

• Snapshot コピーからのリストア

• クォータの処理
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• ストレージ効率化の処理

これらの処理は、変換の完了後に FlexGroup ボリュームに対して実行できます。

FlexGroup ボリュームでサポートされない構成

• オフラインまたは制限状態のボリューム

• SVM ルートボリューム

• SAN

• SMB 1.0

• NVMe ネームスペース

• リモートの Volume Shadow Copy Service （ VSS ；ボリュームシャドウコピーサービス）

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します

ONTAP 9.7 以降では、 FlexVol ボリュームから FlexGroup ボリュームへのインプレース
変換が可能です。データコピーや追加のディスクスペースは必要ありません。

必要なもの

• ONTAP 9.8以降では、移行したボリュームをFlexGroup ボリュームに変換できます。移行したボリューム
をFlexGroup に変換する場合は、技術情報アーティクルを参照してください "移行したFlexVol

をFlexGroup に変換する方法" を参照してください。

• 変換する FlexVol がオンラインになっている必要があります。

• FlexVol ボリュームの処理と設定が変換プロセスに対応している必要があります。

FlexVol ボリュームに互換性の問題があり、ボリュームの変換が中止された場合、エラーメッセージが生
成されます。対処方法を実行し、変換を再試行できます。

• FlexVol ボリュームが非常に大きく（80100TBなど）、非常にフル（80100%）な場合は、変換せずにデータをコピー
する必要があります。

非常に大容量のFlexGroup を変換すると、FlexGroup ボリュームのメンバーコンスティチュ
エントがいっぱいになり、パフォーマンスの問題が生じる可能性があります。詳細につい
ては、TRで「When not to create a FlexGroup volume」を参照してください "FlexGroup ボ
リューム-ベストプラクティスおよび実装ガイド"。

手順

1. FlexVol ボリュームがオンラインであることを確認します。 volume show vol_name -volume-style

-extended,state

cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver volume    state  volume-style-extended

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

vs0     my_volume online flexvol
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2. FlexVol ボリュームを問題なく変換できるかどうかを確認します。

a. advanced権限モードにログインします。 set -privilege advanced

b. 変換プロセスを確認します。 volume conversion start -vserver vs1 -volume flexvol

-check-only true

ボリュームを変換する前に、すべてのエラーを修正する必要があります。

FlexGroup ボリュームを FlexVol ボリュームに戻すことはできません。

3. 変換を開始します。 volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name

cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a

FlexGroup

         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to

be set

         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be

         restored.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 57] Job succeeded: success

4. 変換が正常に完了したことを確認します。 volume show vol_name -fields -volume-style

-extended,state

cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver volume    state  volume-style-extended

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

vs0     my_volume online flexgroup

結果

FlexVol ボリュームが単一メンバーの FlexGroup ボリュームに変換されます。

完了後

必要に応じて、 FlexGroup ボリュームを拡張できます。

FlexVol Volume SnapMirror 関係を FlexGroup Volume
SnapMirror 関係に変換します

FlexVol Volume SnapMirror 関係を ONTAP で FlexGroup Volume SnapMirror 関係に変換
するには、まずデスティネーション FlexVol ボリュームを変換し、そのあとにソース
FlexVol ボリュームを変換する必要があります。

3



必要なもの

• 変換する FlexVol がオンラインになっている必要があります。

• SnapMirror 関係のソース FlexVol を複数の SnapMirror 関係のソースボリュームにすることはできませ
ん。

ONTAP 9.9.1以降では、FlexGroup ボリュームでファンアウトSnapMirror関係がサポートされます。詳細
については、を参照してください "FlexGroup の SnapMirror カスケード関係とファンアウト関係の作成に
関する考慮事項"。

• FlexVol ボリュームの処理と設定が変換プロセスに対応している必要があります。

FlexVol ボリュームに互換性の問題があり、ボリュームの変換が中止された場合、エラーメッセージが生
成されます。対処方法を実行し、変換を再試行できます。

このタスクについて

FlexGroup 変換は、非同期 SnapMirror 関係でのみサポートされます。

手順

1. SnapMirror関係が正常であることを確認します。 snapmirror show

変換できるのは XDP タイプのミラー関係のみです。

cluster2::> snapmirror show

 

Progress

Source            Destination Mirror  Relationship   Total

Last

Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy

Updated

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

--------

vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

2. ソースボリュームが変換に対応しているかどうかを確認します。

a. advanced権限モードにログインします。 set -privilege advanced

b. 変換プロセスを確認します。 volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol

-check-only true

ボリュームを変換する前に、すべてのエラーを修正する必要があります。

3. デスティネーション FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します。

a. FlexVol SnapMirror関係を休止します。 snapmirror quiesce -destination-path

dest_svm:dest_volume
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cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp

b. 変換を開始します。 volume conversion start -vserver dest_svm -volume

dest_volume

cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be

possible

to change it back to a flexible volume.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has

been successfully converted to a FlexGroup volume.

You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",

to a FlexGroup.

Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror

resync" command.

4. ソースFlexVol ボリュームをFlexGroup ボリュームに変換します。 volume conversion start

-vserver src_svm_name -volume src_vol_name

cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a

FlexGroup

         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to

be set

         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be

         restored.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 57] Job succeeded: success

5. 関係を再同期します。 snapmirror resync -destination-path dest_svm_name:dest_volume

cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp

完了後

ソース FlexGroup ボリュームを拡張してコンスティチュエントを追加した場合は、デスティネーションボリ
ュームも拡張する必要があります。
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