
SnapMirror によるビジネス継続性
ONTAP 9
NetApp
May 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smbc/index.html on May 18, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.



目次

SnapMirror によるビジネス継続性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

主な概念 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

System Manager を使用して、 SnapMirror のビジネス継続性を管理します . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

ONTAP CLI を使用したインストールとセットアップ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

トラブルシューティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28



SnapMirror によるビジネス継続性

概要

ONTAP 9.8 以降では、 SnapMirror ビジネス継続性（ SM-BC ）を使用して LUN でアプ
リケーションを保護できるため、アプリケーションのフェイルオーバーを透過的に実行
し、災害発生時のビジネス継続性を確保できます。SM-BCは、AFF クラスタ（AFF Cシ
リーズを含む）またはオールSANアレイ（ASA ）クラスタでサポートされ、プライマリ
クラスタとセカンダリクラスタにはAFF またはASA を使用できます。SM-BC は、
iSCSI LUN または FCP LUN を使用してアプリケーションを保護します。

利点

SnapMirror のビジネス継続性機能には、次のようなメリットがあります

• ビジネスクリティカルなアプリケーションの継続的な可用性を実現します

• 重要なアプリケーションをプライマリサイトとセカンダリサイトから交互にホストする機能

• 整合グループを使用したアプリケーション管理の簡易化により、従属書き込み順序の整合性を実現

• 各アプリケーションのフェイルオーバーをテストする機能

• アプリケーションの可用性に影響を与えることなく、ミラークローンを瞬時に作成できます

• ONTAP 9.11.1以降では、SM-BCがサポートされます 単一ファイルのSnapRestore。

一般的なユースケース

RTOゼロまたは透過的なアプリケーションフェイルオーバーのためのアプリケーション導入

透過的なアプリケーションフェイルオーバーは、ホストの Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）ソフト
ウェアベースのパスフェイルオーバーに基づいて行われるため、ストレージへの無停止アクセスが実現しま
す。プライマリ（ L1P ）やミラーコピー（ L1S ）などの LUN コピーは、いずれも同じ ID （シリアル番号）
を持ち、読み取り / 書き込み可能としてホストに報告されます。ただし、読み取りと書き込みはプライマリボ
リュームでのみ処理されます。ミラーコピーに発行された I/O は、プライマリコピーにプロキシされます。ホ
ストからL1への優先パスはVS1：N1で、Asymmetric Logical Unit Access（ALUA；非対称論理ユニットアク
セス）のアクセス状態はActive Optimized（A / O）です。メディエーターは、主にプライマリでストレージが
停止した場合のフェイルオーバーを実行するために、導入の一環として推奨されます。

災害シナリオ

プライマリクラスタをホストしているサイトで災害が発生します。ホストは、マルチパスソフトウェアによっ
てクラスタ経由のすべてのパスを停止としてマークし、セカンダリクラスタからのパスを使用します。その結
果、 LUN L1 のミラーコピーへの無停止のフェイルオーバーが行われます。%1s がミラーコピーから LUN L1

のアクティブコピーに変換されます。外部メディエーターが設定されると、フェイルオーバーが自動的に実行
されます。ホストのL1への優先パスはVS2：N1になります。

アーキテクチャ

次の図に、 SnapMirror のビジネス継続性機能の概要を示します。
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主な概念

ONTAP の SnapMirror によるビジネス継続性機能の調査と導入の計画を開始するにあた
って、主な用語と概念を理解しておくと役立ちます。

SM-BC です

ONTAP 9.8 以降で使用可能な SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）解決策の頭字語。

整合グループ

ONTAP 9.10.1以降、整合グループが優先管理ユニットになりました。整合グループの詳細については、を参
照してください "整合グループの概要"。

整合グループ（ CG ）は FlexVol ボリュームの集まりで、アプリケーションワークロードに対して書き込み順
序の整合性が保証されます。この保証は、ビジネス継続性のために保護する必要があります。整合グループの
目的は、一度に一連のボリュームについて、 crash-consistent Snapshot コピーを同時に作成することです。
通常の環境では、 CG の対象となるボリュームのグループがアプリケーションインスタンスにマッピングされ
ます。SnapMirror 関係は、 CG 関係とも呼ばれ、ソース CG とデスティネーション CG の間に確立されま
す。ソースとデスティネーションの CG は、ボリュームの数とタイプが同じである必要があります。

構成要素

整合グループの一部である個々の FlexVol 。

メディエーター

ONTAP メディエーターは、ピアクラスタへの別の健常性パスを提供し、クラスタ間 LIF がもう一方の健常性
パスを提供します。メディエーターのヘルス情報を使用すると、クラスタ間 LIF の障害とサイト障害を区別で
きます。サイトがダウンすると、メディエーターは正常性情報をオンデマンドでピアクラスタに渡し、ピアク
ラスタがフェイルオーバーできるようにします。メディエーターから提供された情報とクラスタ間 LIF の健常
性チェック情報を使用して、フェイルオーバーを実行できない場合は続行するか停止するかを ONTAP が判断
します。
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メディエーターは、 SM-BC クォーラムの 3 つの当事者の 1 つであり、プライマリクラスタおよびセカンダ
リクラスタと連携して合意に達しています。コンセンサスを得るには、最低 2 人の当事者が作業に同意する
必要があります。

Out of Sync（OOS）

アプリケーション I/O はセカンダリストレージシステムにレプリケーションされていません。SnapMirror レ
プリケーションが実行されていないため、デスティネーションボリュームはソースボリュームと同期されてい
ません。ミラー状態が Snapmirrored の場合、これは転送の失敗またはサポートされていない操作による失敗
を示します。

RPOはゼロです

目標復旧時点はゼロです。これは、ダウンタイムが許容可能なデータ損失量です。

RTOはゼロです

ホストの Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）ソフトウェアベースのパスフェイルオーバーを使用し
て、ストレージへの無停止アクセスを提供することで、目標復旧時間または透過的なアプリケーションフェイ
ルオーバーを実現します。

計画的フェイルオーバー

SM-BC 関係のコピーのロールを変更するための手動操作。プライマリがセカンダリになり、セカンダリがプ
ライマリになります。ALUA レポートの変更点もあります。

自動計画外フェイルオーバー（AUFO）

ミラーコピーへのフェイルオーバーを実行する自動処理。プライマリコピーが使用できないことをメディエー
ターから検出するには、処理の支援が必要です。

計画

前提条件

SnapMirror Business Continuity 解決策の導入計画の一環として考慮する必要があるいく
つかの前提条件があります。

ハードウェア

• 2 ノードの HA クラスタのみがサポートされます

• 両方のクラスタが AFF または ASA のどちらかである必要があります（混在させない）。

ソフトウェア

• ONTAP 9.8 以降

• ONTAP メディエーター 1.2 以降

• 次のいずれかを実行している ONTAP メディエーター用の Linux サーバまたは仮想マシン

ONTAP メディエーターのバー
ジョン

サポートされている Linux バージョン
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1.6 • Red Hat Enterprise Linux：8.4、8.5、8.6、8.7、9.0、 9.1.

• Rocky Linux 8および9

1.5 • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4

、8.5

• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9

1.4 • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4

、8.5

• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9

1.3 • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3

• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9

1/2 • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1

• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8

ライセンス

• SnapMirror 同期（ SM-S ）ライセンスが両方のクラスタに適用されている必要があります

• 両方のクラスタに SnapMirror ライセンスが適用されている必要があります

ONTAP ストレージシステムを 2019 年 6 月より前に購入した場合は、をクリックします
"NetApp ONTAP のマスターライセンスキー" 必要な SM-S ライセンスを取得します。

ネットワーク環境

• クラスタ間レイテンシラウンドトリップ時間（ RTT ）は 10 ミリ秒未満である必要があります

• SCSI-3の永続的予約はnot  SM-BCでサポートされています

サポートされているプロトコル

• SANプロトコルのみがサポートされています（NFS / SMBはサポートされません）。

• Fibre Channel プロトコルと iSCSI プロトコルのみがサポートされます

• デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタム IPspace はサ
ポートされません。

NTFS セキュリティ形式です

NTFSセキュリティ形式は、SM-BCボリュームでは*サポートされません。
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ONTAP メディエーター

• 透過的なアプリケーションフェイルオーバーを実現するためには、外部でプロビジョニングして ONTAP

に接続する必要があります

• ONTAP メディエーターの詳細については、を参照してください "ONTAP メディエーターサービスをイン
ストールする準備をします"。

読み書き可能なデスティネーションボリューム

• SM-BC 関係は、読み書き可能なデスティネーションボリュームではサポートされません。読み書き可能
ボリュームを使用するには、ボリュームレベルの SnapMirror 関係を作成してから関係を削除して、読み
書き可能ボリュームを DP ボリュームに変換する必要があります。詳細については、を参照してください
"既存の関係を SM-BC 関係に変換します"

LUN および大容量ボリューム

• 大容量 LUN および 100TB を超える大容量ボリュームは、すべての SAN アレイでのみサポートされます

プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方がすべてSANアレイであり、両方にONTAP

9.8以降がインストールされていることを確認する必要があります。セカンダリクラスタで
ONTAP 9.8 より前のバージョンが実行されている場合やオール SAN アレイでない場合は、プ
ライマリボリュームのサイズが 100TB を超えると同期関係が同期されない可能性があります。

考慮事項と制限事項

SnapMirror Business Continuity解決策 の使用を検討する必要がある考慮事項、制限事
項、および制限事項があります。

オブジェクトの制限

クラスタ内の整合グループ

SM-BCを使用するクラスタの整合グループの制限は、関係に基づいて計算され、使用するONTAP のバージョ
ンによって異なります。制限はプラットフォームに依存しません。

ONTAP バージョン 関係の最大数

ONTAP 9.8 - 9.9.1 5.

ONTAP 9.10.1 20

ONTAP 9.11.1以降 50

整合性グループあたりのボリューム数

ONTAP 9.8 から 9.9.8.1 まででは、 SM-BC 整合グループ関係ごとにサポートされる最大ボリューム数は 12

個であり、これはプラットフォームに依存しません。ONTAP 9.10.1 以降では、 SM-BC 関係でサポートされ
る最大ボリューム数は 16 になりました。
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個のボリューム

SM-BC の制限は、関係数ではなくエンドポイント数に基づいて計算されます。12 個のボリュームを含む整合
グループが、ソースとデスティネーションの両方で 12 個のエンドポイントに影響します。エンドポイントの
総数は、 SM-BC 関係と SnapMirror Synchronous 関係のどちらも関係します。

プラットフォームあたりの最大エンドポイント数を次の表に示します。

…いいえ プラットフ
ォーム

SM-BC の HA
あたりのエンドポイント数

HA

ごとの全体的な同期エンドポイントと
SM-BC エンドポイント

ONTAP 9.8 -

9.9.1

ONTAP

9.10.1

ONTAP

9.11.1以降
ONTAP 9.8 -

9.9.1

ONTAP

9.10.1

ONTAP

9.11.1以降

1. AFF 60 200 400 80 200 400

2. ASA 60 200 400 80 200 400

SAN オブジェクトの制限

次の表に、 SAN オブジェクトの制限と制限をプラットフォームに関係なく示します。

SM-BC 関係にあるオブジェクトの制限 カウント

ボリュームあたりの LUN 数 256

ノードあたりの LUN マップ数 2048

クラスタあたりの LUN マップ数 4096

SVM あたりの LIF 数（ SM-BC 関係にあるボリュー
ムが少なくとも 1 つある場合）

256

ノードごとにクラスタ間 LIF を設定します 4.

クラスタごとにインタークラスタ LIF を設定します 8.

サポートされている構成と機能

SM-BCは、次のような多数のオペレーティングシステムとONTAP 機能でサポートされています。

• AIX（ONTAP 9.11.1以降）

• ファンアウト構成

• HP-UX（ONTAP 9.10.1以降）

• NDMPコピー（ONTAP 9.13.1以降）

• 部分ファイルのリストア（ONTAP 9.12.1以降）

• Solaris 11.4（ONTAP 9.10.1以降）

AIX の場合

ONTAP 9.11.1以降では、SM-BCでAIXがサポートされます。AIX構成では、プライマリクラスタが「アクティ
ブ」クラスタになります。
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AIX構成では、フェイルオーバー時にシステムが停止します。フェイルオーバーが発生するたびに、ホストで
再スキャンを実行してI/O処理を再開する必要があります。

SM-BCでAIXホストを設定する方法については、ナレッジベースの記事を参照してください "SnapMirrorのビ
ジネス継続性を実現するためのAIXホストの構成方法（SM-BC）"。

HP-UX SM-BC設定の既知の問題および制限事項

ONTAP 9.10.1 以降では、 HP-UX 用の SM-BC がサポートされています。SM-BC 構成の独立したマスターク
ラスタで Automatic Unplanned Failover （ AUFO ；自動計画外フェイルオーバー）イベントが発生した場
合、 I/O が HP-UX ホストで再開されるまでに 120 秒以上かかることがあります。実行中のアプリケーション
によっては、 I/O の中断やエラーメッセージが発生しない場合があります。隔離されたマスタークラスタで
AUFO イベントが発生した場合は、中断の許容時間が 120 秒未満の HP-UX ホストでアプリケーションを再起
動する必要があります。

プライマリ原因 クラスタとセカンダリクラスタの間の接続が失われ、プライマリクラスタとメディエーター
の間の接続も失われると、分離されたマスタークラスタで AUFO イベントが発生することがあります。これ
は、他の AUFO イベントとは異なり、まれなイベントとみなされます。

FabricPool

SM-BCでは、FabricPool アグリゲートのソースボリュームとデスティネーションボリュームの階層化ポリシ
ーが「なし」、「Snapshot」、または「自動」に設定されています。SM-S SM-BCでは、階層化ポリシー
を「すべて」に設定したFabricPool アグリゲートはサポートされません。

ファンアウト構成

SM-BC はサポートしています ファンアウト構成 を使用 MirrorAllSnapshots ポリシーおよび（ONTAP

9.11.1以降） MirrorAndVault ポリシー：のSM-BCでは、ファンアウト構成がサポートされません

XDPDefault ポリシー：

ファンアウト構成でSM-BCデスティネーションでフェイルオーバーが発生した場合は、手動でフェイルオー
バーする必要があります ファンアウト構成で保護を再開します。

NDMPリストア

ONTAP 9.13.1以降では、NDMPを使用してSM-BCでデータをコピーおよびリストアできます。NDMPを使用
すると、保護を一時停止することなくデータをSM-BCソースに移動してリストアを完了できます。これは、
ファンアウト構成で特に便利です。

このプロセスの詳細については、を参照してください NDMPコピーを使用してデータを転送します。

ファイルの一部をリストアします

ONTAP 9.12.1以降では、SM-BCボリュームで部分的なLUNリストアがサポートされます。このプロセスの詳
細については、を参照してください "Snapshot コピーからファイルの一部をリストアします"。

SM-BC 構成での Solaris ホスト設定の推奨事項

ONTAP 9.10.1 以降、 SM-BC は Solaris 11.4 をサポートします。SM-BC環境で計画外サイトフェイルオーバ
ースイッチオーバーが発生した場合にSolarisクライアントアプリケーションが無停止で実行されるようにする

には、を使用してSolaris 11.4ホストを設定する必要があります f_tpgs パラメータ
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オーバーライドパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

1. 構成ファイルを作成します /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf ネットアップストレージタイプがホ
ストに接続されている場合は、次のようなエントリが表示されます。

scsi-vhci-failover-override =

"NETAPP  LUN","f_tpgs"

2. 使用 devprop および mdb 上書きが正常に適用されたことを確認するコマンド：

root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override

scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs

root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child

| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info

devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct

scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`

svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938"

svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"

conf がに追加されます svl_fops_name の場合 scsi-vhci-failover-override が適用
されました。追加情報およびデフォルト設定への推奨される変更については、ネットアップの
技術情報アーティクルを参照してください https://["Solaris ホストでは、 SnapMirror Business

Continuity （ SM-BC ）構成での推奨設定がサポートされます"]。

ONTAP アクセスオプション

SM-BC 導入環境に含まれる ONTAP ノードの設定では、いくつかのアクセスオプション
を使用できます。それぞれの環境と導入の目標に最も適したオプションを選択する必要
があります。

いずれの場合も、有効なパスワードを持つ管理者アカウントを使用してサインインする必要が
あります。

コマンドラインインターフェイス

テキストベースのコマンドラインインターフェイスは、 ONTAP 管理シェルから使用できます。CLI に
は、 Secure Shell （ SSH ）を使用してアクセスできます。

System Manager の略

最新の Web ブラウザを使用して System Manager に接続できます。Web GUI では、 SnapMirror のビジネ
ス継続性機能にアクセスする際に、わかりやすく使いやすいインターフェイスを使用できます。System

Manager の使用方法の詳細については、を参照してください https://["System Manager のドキュメント
"^]。
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REST API

外部クライアントに公開される ONTAP REST API は、 ONTAP に接続する際にもう 1 つのオプションを
提供します。API には、 REST Web サービスをサポートする主流のプログラミング言語やツールを使用し
てアクセスできます。一般的な選択肢：

• Python （ ONTAP Python クライアントライブラリを含む）

• Java

• カール

プログラミング言語またはスクリプト言語を使用すると、 SnapMirror Business Continuity の導入と管理を自
動化する機会が得られます。詳細については、 ONTAP ストレージシステムの ONTAP オンラインドキュメン
トページを参照してください。

ONTAP CLI を使用する準備をします

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用して SnapMirror Business Continuity 解
決策を導入する際には、次のコマンドを理解しておく必要があります。

SM-BCでは、はサポートされません snapmirror quiesce および snapmirror resume ア
クティブな同期ポリシーが設定された関係用のコマンド。

次の ONTAP コマンドの詳細については、を参照してください https://["ネットアップのマニュアル： ONTAP

9"^]。

コマンドを実行します 説明

lun igroup create を追加します クラスタに igroup を作成します

LUN マップ LUN を igroup にマッピングします

lun show をクリックします LUN のリストを表示します

snapmirror create の略 新しい SnapMirror 関係を作成します

SnapMirror の初期化 SM-BC 整合グループを初期化します

SnapMirror の更新 共通の Snapshot 作成処理を開始します

snapmirror show の略 SnapMirror 関係のリストを表示します

SnapMirror フェイルオーバー 計画的フェイルオーバー処理を開始する

SnapMirror が再同期された 再同期処理を開始する

snapmirror delete の略 SnapMirror 関係を削除

SnapMirror のリリース SnapMirror 関係のソース情報を削除します

ボリューム Snapshot の restore-file ONTAP 9.11.1以降、SM-BCで使用可能 単一のファイ
ルまたはLUNをリストアする

ONTAP メディエーターを使用する準備をします

ONTAP メディエーターは、 SM-BC 関係にある ONTAP クラスタのクォーラムを確立し
ます。この機能は、障害が検出されたときの自動フェイルオーバーを調整し、各クラス

9

https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/restore-single-file-snapshot-task.html


タが同時にプライマリクラスタとして制御を確立しようとしたときにスプリットブレイ
ンのシナリオを回避するのに役立ちます。

ONTAP メディエーターの前提条件

ONTAP メディエーターには独自の前提条件があります。メディエーターをインストールするには、あらかじ
めこれらの前提条件を満たしている必要があります。詳細については、を参照してください "ONTAP メディ
エーターサービスをインストールする準備をします"。

ネットワーク構成：

ONTAP メディエーターは、デフォルトでは TCP ポート 31784 を使用してサービスを提供します。ONTAP

クラスタとメディエーターの間でポート 31784 が開いて使用可能であることを確認する必要があります。

導入のベストプラクティスのまとめ

SnapMirror によるビジネス継続性の導入を計画する際に考慮する必要があるベストプラ
クティスがいくつかあります。

SAN

SnapMirror Business Continuity 解決策は SAN ワークロードのみをサポートします。いずれの場合も、 SAN

のベストプラクティスに従う必要があります。

さらに、次の機能もあり

• セカンダリクラスタ内のレプリケートされた LUN がホストにマッピングされ、プライマリクラスタとセ
カンダリクラスタの両方からの LUN への I/O パスがホストの設定時に検出されている必要があります。

• Out of sync （ OOS ）イベントが 80 秒を超えた場合、または自動計画外フェイルオーバーが発生した場
合は、ホスト LUN I/O パスを再スキャンして、 I/O パスの損失がないことを確認することが重要です。詳
細については、対応するホスト OS ベンダーの LUN I/O パスの再スキャンに関するドキュメントを参照し
てください。

メディエーター

完全に機能し、自動計画外フェイルオーバーを有効にするためには、外部 ONTAP メディエーターをプロビジ
ョニングして ONTAP クラスタを設定する必要があります。

メディエーターをインストールする場合は、メインストリームの信頼できる CA によって署名された有効な証
明書に自己署名証明書を置き換える必要があります。

SnapMirror

SnapMirror 関係は、次の順序で終了する必要があります。

1. を実行します snapmirror delete デスティネーションクラスタ

2. を実行します snapmirror release （ソースクラスタ）
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System Manager を使用して、 SnapMirror のビジネス継続性
を管理します

メディエーターを設定する

System Manager を使用して、メディエーターサーバを自動フェイルオーバー用に設定
します。自己署名 SSL および CA をサードパーティによる検証済み SSL 証明書および
CA に置き換えていない場合は、 CA に置き換えることもできます。

手順

1. [* Protection] > [Overview] > [Mediator] > [Configure] * に移動します。

2. [Add] をクリックし、次のメディエーターサーバ情報を入力します。

◦ IPv4 アドレス

◦ ユーザ名

◦ パスワード

◦ 証明書

ビジネス継続性の保護を構成します

ビジネス継続性の保護を設定するには、 ONTAP ソースクラスタで LUN を選択し、整合
グループに追加します。ソースクラスタのブラウザから System Manager を開き、ビジ
ネス継続性の保護の設定を開始します。

このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9 向けに設計されています。ONTAP 9.10.1 以降では、まず整合
グループを作成し、次に SM-BC をリモート保護として使用することを推奨します。

このタスクについて

• LUN は同じ Storage VM に存在する必要があります。

• LUN は異なるボリュームに配置できます。

• ソースとデスティネーションのクラスタを同じにすることはできません。

• デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタム IPspace はサ
ポートされません。

手順

1. 保護する LUN を選択し ' 保護グループに追加します * 保護 > 概要 > ビジネス継続性のための保護 > LUN

の保護 *

2. ソースクラスタで保護する LUN を 1 つ以上選択してください。

3. デスティネーションクラスタと SVM を選択

4. * 初期化関係 * がデフォルトで選択されています。[ 保存（ Save ） ] をクリックして保護を開始します。

5. [Dashboard] > [Performance] に移動して、 LUN の IOPS アクティビティを確認します。

6. デスティネーションクラスタで、 System Manager を使用して、ビジネス継続性関係の保護が同期されて
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いることを確認します。 * Protection > Relationships * 。

計画外フェイルオーバー後に元の保護関係を再確立します

ONTAP は、 ONTAP メディエーターを使用してプライマリストレージシステムで障害が
発生したタイミングを検出し、セカンダリストレージシステムへの自動計画外フェイル
オーバーを実行します。System Manager を使用して、元のソースクラスタがオンライ
ンに戻ったら、関係を反転して元の保護関係を再確立できます。

手順

1. [*Protection] > [Relationships] に移動し、関係の状態が [InSync （ InSync ） ] になるまで待ちます。

2. 元のソースクラスタで処理を再開するには、をクリックします  をクリックし、 * Failover * を選択しま
す。

ONTAP CLI を使用したインストールとセットアップ

大まかな導入ワークフロー

次のワークフローを使用して、 SnapMirror Business Continuity 解決策のインストールと
実装を行うことができます。

12



ONTAP メディエーターサービスをインストールし、 ONTAP クラスタの設定を確認し
ます

ソースクラスタとデスティネーションクラスタが適切に設定されていることを確認して
ください。

このタスクについて

次の各手順を実行します。手順ごとに、特定の設定が実行されたことを確認する必要があります。各手順のあ
とに記載されたリンクを使用して、必要に応じて詳細を確認します。

手順
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1. ソースクラスタとデスティネーションクラスタが正しく設定されていることを確認するために、 ONTAP

メディエーターサービスをインストールします。

ONTAP メディエーターサービス

2. クラスタ間にクラスタピア関係が存在することを確認します。

デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタ
ム IPspace はサポートされません。

ピア関係を設定

3. 各クラスタに Storage VM が作成されていることを確認します。

SVM を作成する

4. 各クラスタの Storage VM 間にピア関係が存在することを確認します。

SVM ピア関係を作成

5. LUN に対応するボリュームが存在することを確認します。

ボリュームを作成します

6. クラスタ内の各ノードに少なくとも 1 つの SAN LIF が作成されていることを確認します。

"クラスタ SAN 環境での LIF に関する注意事項"

"LIF を作成する"

7. 必要な LUN が作成され、 igroup にマッピングされていることを確認します。 igroup は、アプリケーショ
ンホストのイニシエータに LUN をマッピングするために使用されます。

LUN を作成して igroup をマッピングします

8. アプリケーションホストを再スキャンして新しい LUN を検出します。

ONTAP メディエーターを初期化します

SM-BC で計画的および自動計画外フェイルオーバー処理を実行するには、いずれかのク
ラスタピアでメディエーターを初期化する必要があります。

このタスクについて

メディエーターはどちらのクラスタからも初期化できます。問題 を実行すると mediator add 一方のクラス
タでMediatorが自動的にもう一方のクラスタに追加されます。

手順

1. いずれかのクラスタでメディエーターを初期化します。

snapmirror mediator add -mediator-address IP_Address -peer-cluster

cluster_name -username user_name
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◦ 例 *

cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer

-cluster cluster2 -username mediatoradmin

Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******

Enter the password again: ******

2. メディエーター設定のステータスを確認します。

snapmirror mediator show

Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status

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

192.168.10.1     cluster-2        connected         true

-quorum-status SnapMirror整合性グループ関係がMediatorと同期されているかどうかを示します。

整合グループ関係を作成する

同期整合グループ関係も確立する SM-BC 整合グループを作成する必要があります。

このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9.8.1 の環境ユーザを対象としています。ONTAP

9.10.1 以降の ONTAP CLI コマンドを使用しても整合グループは作成できますが、 System

Manager または ONTAP REST API を使用して整合グループを管理することを推奨します。

作業を開始する前に

次の前提条件と制約事項が適用されます。

• クラスタ管理者または Storage VM 管理者である必要があります

• SnapMirror Synchronous ライセンスが必要です

• デスティネーションボリュームのタイプは DP でなければなりません

• プライマリ Storage VM とセカンダリ Storage VM のピア関係が確立されている必要があります

• 整合性グループ内のコンスティチュエントボリュームはすべて、 1 つの Storage VM に含まれている必要
があります

• ASA クラスタと非 ASA クラスタ間で SM-BC 整合グループ関係を確立することはできません

• 整合グループの名前は一意である必要があります

このタスクについて

整合グループ関係はデスティネーションクラスタから作成する必要があります。を使用して最大12個のコン

スティチュエントをマッピングできます cg-item-mappings のパラメータ snapmirror create コマンド
を実行します
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手順

1. 整合グループとコンスティチュエントの関係を作成します。この例では、コンスティチュエントボリュー
ム vol1 と vol2 を含む cg_src と、コンスティチュエントボリューム vol1_DR と vol2 を含む cg_dist2 つの
整合グループを作成しています。

destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination

-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings

vol_src1:@vol_dst1,vol_src2:@vol_dst2 -policy AutomatedFailOver

整合グループを初期化する

作成した整合グループは、初期化する必要があります。

このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9.8.1 の環境ユーザを対象としています。ONTAP

9.10.1 以降の ONTAP CLI コマンドを使用しても整合グループの初期化は可能ですが、 System

Manager または ONTAP REST API を使用して整合グループを管理することを推奨します。

作業を開始する前に

クラスタ管理者または Storage VM 管理者である必要があります。

このタスクについて

整合グループはデスティネーションクラスタから初期化します。

手順

1. デスティネーションクラスタで ONTAP CLI にサインインし、整合グループを初期化します。

destination::>snapmirror initialize -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

2. 初期化処理が正常に完了したことを確認します。ステータスがになっている必要があります InSync。

snapmirror show

LUN をアプリケーションホストにマッピングしています

アプリケーションホストのイニシエータに LUN をマッピングできるようにするには、各
クラスタに igroup を作成する必要があります。

このタスクについて

この設定は、ソースとデスティネーションの両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. 各クラスタに igroup を作成します。

lun igroup create -igroup name -protocol fcp|iscsi -ostype os -initiator

initiator_name

◦ 例 *
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lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator

-initiator iqn.2001-04.com.example:abc123

2. LUN を igroup にマッピングします。

lun map -path path_name -igroup igroup_name

◦ 例： *

lun map -path /vol/src1/11 -group ig1

3. LUN がマッピングされたことを確認します。

lun show

4. アプリケーションホストで、新しい LUN を検出します。

管理

共通の Snapshot コピーを作成します。

定期的な Snapshot コピー処理に加えて、プライマリ SnapMirror 整合グループ内のボリ
ュームとセカンダリ SnapMirror 整合グループ内のボリューム間に共通の Snapshot コピ
ーを手動で作成することができます。

ONTAP 9.8 では、スケジュールされている Snapshot 作成間隔は 1 時間です。ONTAP 9.9.1以降では、この間
隔は12時間です。

作業を開始する前に

SnapMirror グループ関係が同期されている必要があります。

手順

1. 共通の Snapshot コピーを作成します。

destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

2. 更新の進捗を監視します。

destination::>snapmirror show -fields -newest-snapshot

計画的フェイルオーバーを実行

計画的フェイルオーバーを実行して、ディザスタリカバリ設定をテストしたり、プライ
マリクラスタでメンテナンスを実施したりできます。

作業を開始する前に
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• 関係が同期されている必要があります

• ノンストップオペレーションを実行することはできません

• ONTAP メディエーターが設定され、接続されている必要があります

このタスクについて

計画的フェイルオーバーは、セカンダリクラスタの管理者が開始します。この処理を実行するには、セカンダ
リクラスタがプライマリからテイクオーバーするように、プライマリとセカンダリのロールを切り替える必要
があります。新しいプライマリクラスタは、クライアントの処理を中断することなく、ローカルで入出力要求
の処理を開始できます。

手順

1. フェイルオーバー処理を開始します。

destination::>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

2. フェイルオーバーの進捗を監視します。

destination::>snapmirror failover show

3. フェイルオーバー処理が完了したら、デスティネーションから同期 SnapMirror 保護関係のステータスを
監視できます。

destination::>snapmirror show

自動計画外フェイルオーバー処理

自動計画外フェイルオーバー（ AUFO ）処理は、プライマリクラスタが停止しているか
分離されている場合に実行されます。この場合、セカンダリクラスタがプライマリに変
換され、クライアントへのサービスが開始されます。この処理は、 ONTAP メディエー
ターからのみ実行します。

自動計画外フェイルオーバーの実行後は、 I/O パスが失われないようにホスト LUN I/O パスを
再スキャンすることが重要です。

自動計画外フェイルオーバーのステータスは、を使用して監視できます snapmirror failover show コマ
ンドを実行します

基本的な監視

いくつかの SM-BC コンポーネントと操作を監視できます。

ONTAP メディエータ

通常運用時はメディエーターの状態が接続されている必要があります。それ以外の状態の場合は、エラー状態
を示している可能性があります。を確認します "Event Management System（EMS；イベント管理システム）
メッセージ" エラーと適切な対処方法を特定します。
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計画的フェイルオーバー処理

を使用して、計画的フェイルオーバー処理のステータスと進捗状況を監視できます snapmirror failover

show コマンドを実行します例：

ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1

フェイルオーバー処理が完了したら、新しいデスティネーションクラスタから同期 SnapMirror 保護のステー
タスを監視できます。例：

ClusterA::> snapmirror show

を参照してください "EMS参照" をクリックしてイベントメッセージと対処方法を確認してください。

自動計画外フェイルオーバー処理

自動計画外フェイルオーバーの実行中は、を使用して処理のステータスを監視できます snapmirror

failover show コマンドを実行します例：

ClusterB::> snapmirror failover show -instance

Start Time: 9/23/2020 22:03:29

         Source Path: vs1:/cg/scg3

    Destination Path: vs3:/cg/dcg3

     Failover Status: completed

        Error Reason:

            End Time: 9/23/2020 22:03:30

Primary Data Cluster: cluster-2

Last Progress Update: -

       Failover Type: unplanned

  Error Reason codes: -

を参照してください "EMS参照" をクリックして、イベントメッセージおよび対処方法について確認してくだ
さい。

SM-BC の可用性

SM-BC 関係の可用性は、プライマリクラスタまたはセカンダリクラスタ、あるいはその両方で一連のコマン
ドを使用して確認できます。

使用するコマンドには、があります snapmirror mediator show プライマリクラスタとセカンダリクラス

タの両方でコマンドを実行し、接続とクォーラムステータスを確認します snapmirror show コマンド、お

よび volume show コマンドを実行します例：
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SMBC_A::*> snapmirror mediator show

Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status

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

10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show

Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status

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

10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

 

Progress

Source            Destination Mirror  Relationship   Total

Last

Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy

Updated

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

--------

vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -

vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -

2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-

failover-capable -volume vol1

vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus

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

vs0     vol1   true           false                    Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-

failover-capable -volume vol1_dp

vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus

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

vs1     vol1_dp false          true                     No-consensus

整合グループ内のボリュームの追加と削除

アクティブなSM-BC関係にあるボリュームの追加と削除は、使用しているONTAP のバ
ージョンによって異なります。

このタスクについて

ONTAP 9.8~9.9.1では、ONTAP CLIを使用して整合グループにボリュームを追加または削除できます。

ONTAP 9.10.1 以降では、を管理することを推奨します "整合グループ" System Manager または ONTAP

REST API を使用ボリュームを追加または削除して整合グループの構成を変更する場合は、最初に元の関係を
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削除してから、新しい構成で整合グループを作成し直す必要があります。

ONTAP 9.13.1以降では、ソースまたはデスティネーションからアクティブなSM-BC関係を持つ整合性グルー
プに無停止でボリュームを追加できます。

SM-BC関係を含む整合性グループからボリュームを削除するとシステムが停止するため、この
処理を続行する前にSnapMirror関係を解除する必要があります。
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ONTAP 9.8-9.13.0

作業を開始する前に

• 整合グループが「 InSync 」状態の場合、コンポジションを変更することはできません。

• デスティネーションボリュームのタイプは DP でなければなりません。

• 整合性グループを拡張するために追加する新しいボリュームには、ソースボリュームとデスティネー
ションボリュームの間に共通の Snapshot コピーのペアが必要です。

手順

この手順では、エンドポイント vs1_src ： /cc/cg_src と vs1_dst ： /cc/cg_dst の間の整合グループ関係
に、 vol_src1 と vol_src2 のボリュームマッピングがあることを前提としています。

1. ソースとデスティネーションの両方のクラスタ上にあるソースボリュームとデスティネーションボリ
ュームの間に共通の Snapshot コピーが存在することを確認します。

source::>snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot

snapmirror*

destination::>snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot

snapmirror*

2. 共通の Snapshot コピーが存在しない場合は、 FlexVol の SnapMirror 関係を作成して初期化しま
す。

destination::>snapmirror initialize -source-path vs1_src:vol_src3

-destination-path vs1_dst:vol_dst3

3. ゼロ RTO 整合グループ関係を削除します。

destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol_dst3

4. ソース SnapMirror 関係を解放し、共通の Snapshot コピーを保持します。

source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path

vs1_dst:vol_dst3

5. LUN のマッピングを解除し、既存の整合グループ関係を削除します。

destination::>lun mapping delete -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup

<igroup_name>

デスティネーション LUN はマッピング解除されますが、プライマリコピー上の LUN

はホスト I/O を処理し続けます

destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

-relationship-info-only true

6. ONTAP 9.10.1～9.13.0を使用している場合は'ソースのコンシステンシ・グループを正しいコンポジ
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ションで削除して再作成しますの手順に従います 整合グループを削除する 次に 単一の整合グルー
プを設定する。ONTAP 9.10.1以降では、System ManagerまたはONTAP REST APIで削除および作
成の処理を実行する必要があります。CLI手順 はありません。

◦ ONTAP 9.8、9.0、または9.9.8.1を使用している場合は、次の手順に進みます。**

7. 新しい構成を使用して新しい整合グループをデスティネーションに作成します。

destination::>snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src

-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol_src1:@vol_dst1,

vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3

8. ゼロ RTO 整合グループ関係を再同期し、同期されていることを確認します。

destination::>snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

9. 手順 5 でマッピング解除した LUN を再マッピングします。

destination::> lun map -vserver vs1_dst -path lun_path -igroup igroup_name

10. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

ONTAP 9.13.1以降

ONTAP 9.13.1以降では、アクティブなSM-BC関係を持つ整合性グループに無停止でボリュームを追加で
きます。SM-BCでは、ソースとデスティネーションの両方からボリュームを追加できます。

ソース整合性グループからのボリュームの追加の詳細については、を参照してください 整合グループを
変更する。

デスティネーションクラスタからボリュームを追加

1. デスティネーションクラスタで、Protection> Relationshipsを選択します。

2. ボリュームを追加するSM-BC関係を探します。選択するオプション  次に、展開。

3. 整合性グループにボリュームを追加するボリューム関係を選択します

4. [*展開]を選択します。

SM-BC を使用したファンアウト構成で保護を再開します

SM-BC はサポートしています ファンアウト構成。ソースボリュームは、SM-BCデステ
ィネーションエンドポイントおよび1つ以上の非同期SnapMirror関係にミラーリングでき
ます。

ファンアウト構成はでサポートされます MirrorAllSnapshots ポリシーに加え、ONTAP 9.11.1以降ではを

参照してください MirrorAndVault ポリシー：ONTAP 9.11.1以降では、SM-BCのファンアウト構成はでサ

ポートされません XDPDefault ポリシー：

SM-BC デスティネーションでフェイルオーバーが発生すると、非同期 SnapMirror デスティネーションが正常
な状態になります。また、非同期 SnapMirror エンドポイントとの関係を削除して再作成し、保護を手動でリ
ストアする必要があります。

ファンアウト構成で保護を再開します
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1. フェイルオーバーが正常に完了したことを確認します。

snapmirror failover show

2. 非同期SnapMirrorエンドポイントで、ファンアウトエンドポイントを削除します。

snapmirror delete -destination-path destination_path

3. 3番目のサイトで、新しいSM-BCプライマリボリュームと非同期ファンアウトデスティネーションボリュ
ームの間に非同期SnapMirror関係を作成します。

snapmirror create -source-path source_path -destination-path destination_path

-policy MirrorAllSnapshots -schedule schedule

4. 関係を再同期します。

SnapMirror resync -destination-path destination_path

5. 関係のステータスと健全性を確認します。

snapmirror show

既存の関係を SM-BC 関係に変換します

既存のゼロリカバリポイント保護（ RPO ゼロ）の同期 SnapMirror 関係を、 SM-BC ゼ
ロ RTO 同期 SnapMirror 整合グループ関係に変換することができます。

作業を開始する前に

• プライマリとセカンダリの間には、 RPO ゼロの同期 SnapMirror 関係が存在します。

• RTO ゼロの SnapMirror 関係を作成する前に、デスティネーションボリューム上のすべての LUN がマッ
ピング解除されます。

• SM-BC がサポートするのは SAN プロトコルだけです（ NFS / CIFS はサポートしません）。NAS アクセ
ス用に整合性グループのコンスティチュエントがマウントされていないことを確認します。

このタスクについて

• ソースとデスティネーションでクラスタおよび SVM の管理者である必要があります。

• SnapMirror ポリシーを変更して、ゼロ RPO をゼロ RTO 同期に変換することはできません。

• セカンダリボリュームの既存のLUNがマッピングされている場合は、 snapmirror create

AutomatedFailoverポリシーを使用すると、エラーがトリガーされます。を実行する前に、LUNのマッピ

ングが解除されていることを確認する必要があります snapmirror create コマンドを実行します

手順

1. 既存の関係に対して SnapMirror 更新処理を実行します。

destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:vol1

2. SnapMirror の更新が正常に完了したことを確認します。

destination::>snapmirror show

3. RPO ゼロの各同期関係を休止します。

destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol1

destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol2
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4. RPO ゼロの同期関係をそれぞれ削除します。

destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol1

destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol2

5. ソース SnapMirror 関係を解放しますが、共通の Snapshot コピーが保持されます。

source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path

vs1_dst:vol1

source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path

vs1_dst:vol2

6. グループゼロの RTO Synchronous SnapMirror 関係を作成します。

destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination

-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol1:@vol1,vol2:@vol2 -policy

AutomatedFailover

7. ゼロ RTO 整合グループを再同期します。

destination::> snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

8. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

SM-BC アップグレードおよびリバートに関する考慮事項

SM-BC 設定をアップグレードおよびリバートする場合の要件を理解しておく必要があり
ます。

アップグレード

SM-BC を設定して使用する前に、ソースクラスタとデスティネーションクラスタ上のすべてのノードを
ONTAP 9.8 以降にアップグレードする必要があります。"ONTAP クラスタ上のアップグレードソフトウェア"

SM-BC は、 ONTAP 9.7 と ONTAP 9.8 の混在クラスタではサポートされません。

クラスタを 9.8 または 9.9.1 から 9.10.1 にアップグレードすると、 SM-BC 関係のソースとデスティネーショ
ンの両方に新しい整合グループが作成されます。

ONTAP 9.10.1 から ONTAP 9.9.1 にリバートする

関係を 9.10.1 から 9.1.1 にリバートするには、 SM-BC 関係を削除してから、 9.10.1 整合グループのインス
タンスを削除する必要があります。整合グループは、有効な SMBC 関係では削除できません。9.9.1 以前のバ
ージョンで別のスマートコンテナまたはエンタープライズアプリケーションに関連付けられていた 9.10.1 に
アップグレードされた FlexVol ボリュームは、リバート時に関連付けられなくなります。整合グループを削除
しても、コンスティチュエントボリュームやボリュームの詳細な Snapshot は削除されません。を参照してく
ださい "整合グループを削除する" このタスクの詳細については、を参照してください。
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ONTAP 9.8 から ONTAP 9.7 に戻す

ONTAP 9.8 から ONTAP 9.7 にリバートする場合は、次の点に注意してください。

• クラスタが SM-BC デスティネーションをホストしている場合、関係を解除して削除するまで ONTAP 9.7

へのリバートは許可されません。

• クラスタが SM-BC ソースをホストしている場合、関係を解除するまで ONTAP 9.7 へのリバートは許可さ
れません。

• ONTAP 9.7 にリバートする前に、ユーザが作成したカスタムの SM-BC SnapMirror ポリシーをすべて削除
する必要があります。

手順

1. SM-BC 関係にあるいずれかのクラスタからリバートチェックを実行します。

cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only

例

cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only

Error: command failed: The revert check phase failed. The following

issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data

LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:

vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are

up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring

all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin

down

Disable snapshot policies.

    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".

    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify

-vserver

   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and

delete

   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the

local

   node.

    Command to list all online data-protection volumes on the local

node:

   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>

    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,

   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships

and

   wait for the Relationship Status to be Quiesced.

    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce

    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror

   abort
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    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror

relationship

   is Quiesced: snapmirror show

    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break

    Command to break off a data-protection volume which is the

destination

   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":

snapmirror

   break -delete-snapshots

    Uninitialized data-protection volumes are reported by the

"snapmirror

   break" command when applied on a DP volume.

    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.

    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"

    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node

   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-

mirror

   and active-sync-mirror.

   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-

mirror

   type policies is:

    snapmirror policy show -type

   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror

   The command to delete a policy is :

    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>

クラスタのリバートの詳細については、を参照してください "ONTAP をリバートする"。

SM-BC 設定を削除します

ゼロ RTO 同期 SnapMirror 保護を削除し、 SM-BC 関係の設定を削除できます。

このタスクについて

SM-BC 関係を削除する前に、デスティネーションクラスタ内のすべての LUN のマッピングを解除する必要が
あります。LUN のマッピングが解除されてホストが再スキャンされると、 SCSI ターゲットは LUN のインベ
ントリが変更されたことをホストに通知します。RTO ゼロのセカンダリボリュームにある既存の LUN は、ゼ
ロの RTO 関係が削除されたあとに新しい ID が反映されるように変更されます。ホストは、セカンダリボリ
ューム LUN を、ソースボリューム LUN とは関係のない新しい LUN として検出します。関係を削除しても、
セカンダリボリュームは DP ボリュームのままです。snapmirror break コマンドを使用して、読み取り / 書き
込みに変換できます。問題フェイルオーバー状態でない関係は削除できません。

手順
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1. ソースエンドポイントとデスティネーションエンドポイント間の SM-BC 整合グループ関係を削除しま
す。

Destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

2. ソースクラスタで、関係に対して作成された整合グループ関係と Snapshot コピーを解放します。

Source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

3. ホストの再スキャンを実行して LUN インベントリを更新する。

4. ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapMirror 関係を削除しても整合グループは削除されません。整合グループを
削除する場合は、 System Manager または ONTAP REST API を使用する必要があります。を参照してく
ださい 整合グループを削除する を参照してください。

ONTAP メディエーターを削除します。

ONTAP クラスタからONTAP メディエーターの既存の設定を削除する場合は、を使用し

ます snapmirror mediator remove コマンドを実行します

手順

1. ONTAP メディエーターを削除します。

snapmirror mediator remove -mediator-address 12.345.678.90 -peer-cluster

cluster_xyz

トラブルシューティング

SnapMirror の削除処理がテイクオーバー状態のときに失敗します

問題 ：

ONTAP 9.9.1がクラスタにインストールされている場合は、を実行します snapmirror

delete SM-BC整合性グループ関係がテイクオーバー状態の場合、コマンドが失敗しま
す。

C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection

解決策

SM-BC 関係にあるノードがテイクオーバー状態の場合は、「 -force 」オプションを true に設定して
SnapMirror の削除およびリリース処理を実行します。
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C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination

         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the

destination

         Consistency Group might not be made writable, deletable, or

modifiable

         after the operation. Manual recovery might be required.

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

Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with

destination "vs1:/cg/dd".

SnapMirror 関係の作成および整合グループの初期化に失敗しました

問題 ：

SnapMirror 関係の作成と整合グループの初期化が失敗する。

解決策 ：

クラスタあたりの整合グループの制限を超えないようにしてください。SM-BCの整合グループの制限はプラ
ットフォームに依存せず、ONTAP のバージョンによって異なります。を参照してください "その他の制約事
項および制限事項" ONTAP のバージョンによる制限事項については、を参照してください。

エラー：

整合性グループの初期化が停止した場合は、ONTAP REST API、System Manager、またはコマンドを使用し

て、整合性グループの初期化のステータスを確認します sn show -expand。

解決策 ：

整合グループの初期化に失敗した場合は、 SM-BC 関係を削除し、整合グループを削除してから、関係を再作
成して初期化してください。このワークフローは、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

ONTAP 9.8 - 9.9.1 を使用している場合 ONTAP 9.10.1以降を使用している場合

1. "SM-BC 設定を削除します"

2. "整合グループ関係を作成する"

3. "整合グループ関係を初期化します"

1. [* Protection] > [Relationships] で、コンシステン
シグループの SM-BC 関係を探します。選択する
オプション をクリックし、 * Delete * をクリッ
クして SM-BC 関係を削除します。

2. "整合グループを削除します"

3. "整合グループを設定します"

計画的フェイルオーバーに失敗しました

問題 ：

を実行したあとに snapmirror failover start コマンドを入力し、の出力を表示し

ます snapmirror failover show 無停止操作が実行中であることを示すメッセージ
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が表示されます。

Cluster1::> snapmirror failover show

Source Destination Error

Path Path Type Status start-time end-time Reason

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

vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror

Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command

once volume move has finished.

                                                          08:35:04

08:35:04

原因 ：

ボリューム移動、アグリゲートの再配置、ストレージフェイルオーバーなどの無停止操作の実行中は、計画的
フェイルオーバーは開始できません。

解決策 ：

ノンストップオペレーションが完了するのを待ってから、フェイルオーバー処理をもう一度実行してくださ
い。

メディエーターに到達できないか、メディエーターのクォーラムステータスが false で
す

問題 ：

を実行したあとに snapmirror failover start コマンドを入力し、の出力を表示し

ます snapmirror failover show Mediatorが設定されていないことを示すメッセー
ジが表示されます。

を参照してください "ONTAP メディエーターを初期化します"。

Cluster1::> snapmirror failover show

Source Destination Error

Path Path Type Status start-time end-time Reason

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

vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror

failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:

Mediator not configured.

05:50:42 05:50:43

原因 ：

メディエーターが設定されていないか、ネットワーク接続に問題があります。

解決策 ：

メディエーターが設定されていない場合は、 SM-BC 関係を確立する前にメディエーターを設定する必要があ
ります。ネットワーク接続の問題を修正snapmirror mediator show コマンドを使用して、ソースサイトとデス
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ティネーションサイトの両方でメディエーターが接続されていること、およびクォーラムステータスが true

であることを確認します。

cluster::> snapmirror mediator show

Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status

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

10.234.10.143    cluster2         connected         true

サイト B で自動計画外フェイルオーバーがトリガーされない

問題 ：

サイト A で障害が発生しても、サイト B で計画外フェイルオーバーはトリガーされませ
ん

原因 #1の候補：

メディエーターが設定されていません。これが原因 かどうかを確認するには、問題 を実行します

snapmirror mediator show コマンドをサイトBのクラスタで実行します。

Cluster2::*> snapmirror mediator show

This table is currently empty.

この例は、メディエーターがサイト B で設定されていないことを示しています

解決策 ：

メディエーターは両方のクラスタで設定し、ステータスが Connected 、クォーラムが True に設定されている
ことを確認します。

可能な原因 #2：

SnapMirror 整合グループが同期されていません。これが原因かどうかを確認するには、イベントログを表示
して、サイト A で障害が発生したときに整合グループが同期されているかどうかを確認します。

cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                Node             Severity      Event

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

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

10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:

Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume

"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-

ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:

"Transfer failed."

解決策 ：

サイト B で強制フェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します
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1. この整合グループに属するすべての LUN のマッピングをサイト B から解除します

2. を使用して、SnapMirror整合性グループ関係を削除します force オプション

3. を入力します snapmirror break 整合性グループのコンスティチュエントボリュームに対してコマンド
を実行し、ボリュームをDPからR/Wに変換してサイトBからのI/Oを可能にします

4. サイト A のノードをブートして、サイト B からサイト A への RTO 関係をゼロにします

5. を使用して整合グループを解放します relationship-info-only サイトAで共通のSnapshotコピーを
保持し、整合グループに属するLUNのマッピングを解除します。

6. Sync ポリシーまたは非同期ポリシーを使用してボリュームレベルの関係を設定し、サイト A のボリュー
ムを R/W から DP に変換します。

7. 問題 snapmirror resync 関係を同期します。

8. サイト A の Sync ポリシーを使用して、 SnapMirror 関係を削除します

9. を使用して、Syncポリシーが設定されたSnapMirror関係を解放します relationship-info-only

true サイトB

10. サイト B からサイト A への整合グループ関係を作成します

11. サイト A から整合グループの再同期を実行し、整合グループが同期されていることを確認します。

12. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

サイト B とメディエーターの間のリンクが停止し、サイト A が停止しています

Mediatorの接続を確認するには、を使用します snapmirror mediator show コマン
ドを実行します接続ステータスが到達不能で、サイト B がサイト B に到達できない場合
は、次のような出力が表示されます。解決策 の手順に従って、接続をリストアします
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cluster::*> snapmirror mediator show

Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status

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

10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true

SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand

Source            Destination Mirror  Relationship   Total

Last

Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy

Updated

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

--------

vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -

vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored

OutOfSync - false -

vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored

OutOfSync - false -

vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored

OutOfSync - false -

vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored

OutOfSync - false -

5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.

C2_cluster::*> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

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

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

C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok

解決策

フェイルオーバーを強制的に実行してサイト B からの I/O を有効にし、サイト B からサイト A への RTO 関
係をゼロにします

サイト B で強制フェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します

1. この整合グループに属するすべての LUN のマッピングをサイト B から解除します

2. force オプションを使用して、 SnapMirror 整合グループ関係を削除します。

3. 整合性グループコンスティチュエントボリュームで snapmirror break コマンドを入力して、ボリュームを
DP から RW に変換し、サイト B からの I/O を有効にします

4. サイト A のノードをブートして、サイト B からサイト A への RTO 関係をゼロにします

5. サイト A で relationship-info-only を指定して整合グループを解放して共通の Snapshot コピーを保持し、
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整合グループに属する LUN のマッピングを解除します。

6. Sync ポリシーまたは非同期ポリシーを使用してボリュームレベルの関係を設定し、サイト A のボリュー
ムを RW から DP に変換します。

7. snapmirror resync を使用して関係を同期します。問題

8. サイト A の Sync ポリシーが設定された SnapMirror 関係を削除します

9. サイト B で relationship-info-only true を使用して、 Sync ポリシーが設定された SnapMirror 関係を解放し
ます

10. サイト B からサイト A への整合グループ関係を作成します

11. サイト A から整合グループの再同期を実行し、整合グループが同期されていることを確認します。

12. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

サイト A とメディエーターの間のリンクが停止し、サイト B が停止しています

SM-BC を使用している場合は、メディエーターまたはピアクラスタ間の接続が失われる
可能性があります。問題 を診断するには、 SM-BC 関係のさまざまな部分の接続、可用
性、合意状態を確認してから、接続を強制的に再開します。

確認事項 CLI コマンド インジケータ

サイトAのメディエーター snapmirror mediator show 接続ステータスはになります

unreachable

サイトBへの接続 cluster peer show 可用性はになります unavailable

SM-BCボリュームのコンセンサス
ステータス

volume show volume_name

-fields smbc-consensus

。 sm-bc consensus フィールド

にはと表示されます Awaiting-

consensus

この問題 の診断と解決に関する追加情報 については、サポート技術情報アーティクルを参照してください
"SM-BCを使用している場合、サイトAとメディエーターが停止し、サイトBが停止した場合のリンク"。

フェンシングがデスティネーションボリュームに設定されている場合、 SM-BC の
SnapMirror 削除処理が失敗します

問題 ：

デスティネーションボリュームのいずれかにリダイレクトフェンスが設定されている
と、 SnapMirror の削除処理に失敗します。

解決策

次の操作を実行して、リダイレクションを再試行し、宛先ボリュームからフェンスを削除します。

• SnapMirror が再同期された

• SnapMirror の更新
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プライマリが停止しているときにボリューム移動処理が停止します

問題 ：

ボリューム移動処理は、プライマリサイトが SM-BC 関係で停止した場合に、カットオ
ーバー保留状態になります。プライマリサイトが停止すると、セカンダリサイトで自動
計画外フェイルオーバー（ AUFO ）が実行されます。AUFO がトリガーされたときにボ
リューム移動処理が進行中の場合、ボリューム移動が停止します。

解決策 ：

停止したボリューム移動インスタンスを中止して、ボリューム移動処理を再開します。

Snapshot コピーを削除できない場合、 SnapMirror のリリースは失敗します

問題 ：

Snapshot コピーを削除できない場合、 SnapMirror のリリース処理は失敗します。

解決策 ：

Snapshot コピーには一時タグが含まれています。を使用します snapshot delete コマンドにを指定します

-ignore-owners 一時的なSnapshotコピーを削除するオプション。

snapshot delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owners

true -force true

を再試行します snapmirror release コマンドを実行します

ボリューム移動の参照 Snapshot コピーが最も新しいと表示されます

問題 ：

整合性グループボリュームでボリューム移動処理を実行したあと、ボリューム移動の参
照 Snapshot コピーが SnapMirror 関係の最も新しいボリュームとして表示されることが
あります。

最新の Snapshot コピーを表示するには、次のコマンドを使用します。

snapmirror show -fields newest-snapshot status -expand

解決策 ：

を手動で実行します snapmirror resync または、ボリューム移動処理の完了後に次の自動再同期処理が実
行されるまで待ちます。
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