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SnapMirror デスティネーションボリュームからフ
ァイルをリストアします

単一ファイル、 LUN 、または NVMe のネームスペースを
SnapMirror デスティネーションからリストアします

単一ファイルまたは LUN 、あるいは一連のファイルまたは LUN を Snapshot コピーか
らリストアしたり、 NVMe ネームスペースを SnapMirror デスティネーションボリュー
ムからリストアしたりできます。ONTAP 9.7 以降では、 SnapMirror Synchronous デス
ティネーションから NVMe ネームスペースをリストアすることもできます。ファイルは
元のソースボリュームにリストアするか、別のボリュームにリストアできます。

必要なもの

ファイルまたは LUN を SnapMirror Synchronous デスティネーション（ ONTAP 9.5 以降でサポート）からリ
ストアするには、先に関係を削除して解放しておく必要があります。

このタスクについて

ファイルまたは LUN のリストア先のボリューム（デスティネーションボリューム）は読み書き可能なボリュ
ームである必要があります。

• ソースボリュームとデスティネーションボリュームに共通の Snapshot コピーがある場合（通常、リスト
ア先が元のソースボリュームである場合と同様）、 SnapMirror は _incremental restore_x を実行します。

• それ以外の場合、 SnapMirror は _ ベースラインリストアを実行します。これにより、指定された
Snapshot コピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックがデスティネーションボリュームに転
送されます。

手順

1. デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

volume snapshot show -vserver SVM -volume volume

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、上のSnapshotコピーを示しています vserverB:secondary1 目的地：
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cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%

Used%

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

-----

vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%

0%

                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%

0%

7 entries were displayed.

2. 単一ファイルまたは LUN 、あるいは一連のファイルまたは LUN を、 SnapMirror デスティネーションボ
リューム内の Snapshot コピーからリストアします。

snapmirror restore -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -source-snapshot snapshot

-file-list source_file_path,@destination_file_path

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。

このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する
必要があります。

ファイルをリストアするコマンドの例を次に示します file1 および file2 Snapshotコピーから削除しま

す daily.2013-01-25_0010 （元のデスティネーションボリューム内） secondary1`を元のソースボ

リュームのアクティブファイルシステム内の同じ場所に移動します `primary1：

cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1

-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-

25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with

destination vserverA:primary1
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ファイルをリストアするコマンドの例を次に示します file1 および file2 Snapshotコピーから削除しま

す daily.2013-01-25_0010 （元のデスティネーションボリューム内） secondary1`を元のソースボ

リュームのアクティブファイルシステム内の別の場所に移動します `primary1。

@ マークに続くパスがデスティネーションファイルのパスで、元のソースボリュームのルートからのパス

を指定しています。この例では、 file1 がにリストアされます /dir1/file1.new file2はにリストアさ

れます /dir2.new/file2 オン primary1：

cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1

-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-

25_0010 -file-list

/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with

destination vserverA:primary1

ファイルをリストアするコマンドの例を次に示します file1 および file3 Snapshotコピーから削除しま

す daily.2013-01-25_0010 （元のデスティネーションボリューム内） secondary1`を元のソースボ

リュームのアクティブファイルシステム内の別の場所に移動します `primary1、およびリストアを実行

します file2 移動元 snap1 をアクティブファイルシステム内の同じ場所に移動します primary1。

この例では、ファイルです file1 がにリストアされます /dir1/file1.new および file3 がにリスト

アされます /dir3.new/file3：

cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1

-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-

25_0010 -file-list

/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with

destination vserverA:primary1

SnapMirror デスティネーションからボリュームの内容をリスト
アします

SnapMirror デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーからボリューム全体の
内容をリストアできます。ボリュームの内容は元のソースボリュームにリストアする
か、別のボリュームにリストアできます。

このタスクについて

リストア処理のデスティネーションボリュームは次のいずれかにする必要があります。

• 読み書き可能なボリューム。このケースでは、ソースボリュームとデスティネーションボリュームに共通
の Snapshot コピーがある（通常、リストア先が元のソースボリュームである）場合、 SnapMirror は
_incremental restore_x を実行します。
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共通の Snapshot コピーがない場合、コマンドは失敗します。空の読み書き可能なボリュー
ムにボリュームの内容をリストアすることはできません。

• 空のデータ保護ボリューム。このケースでは、 SnapMirror は _ ベースラインリストア _ を実行します。
これにより、指定された Snapshot コピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックがソースボリ
ュームに転送されます。

ボリュームの内容のリストアはシステム停止を伴う処理です。リストア処理の実行中は、 SnapVault プライマ
リボリュームで SMB トラフィックを実行しないでください。

リストア処理のデスティネーションボリュームで圧縮が有効になっていて、ソースボリュームで圧縮が有効に
なっていない場合は、デスティネーションボリュームで圧縮を無効にします。リストア処理の完了後に、圧縮
を再度有効にする必要があります。

デスティネーションボリュームに対して定義されたクォータルールは、リストアの実行前に非アクティブ化さ

れます。を使用できます volume quota modify リストア処理の完了後にクォータルールを再アクティブ化
するコマンド。

手順

1. デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

volume snapshot show -vserver SVM -volume volume

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、上のSnapshotコピーを示しています vserverB:secondary1 目的地：
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cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%

Used%

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

-----

vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%

0%

                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%

0%

                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%

0%

7 entries were displayed.

2. SnapMirror デスティネーションボリューム内の Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアしま
す。

snapmirror restore -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -source-snapshot snapshot

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。

このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する
必要があります。

次のコマンドは、元のソースボリュームの内容をリストアします primary1 Snapshotコピーから削除し

ます daily.2013-01-25_0010 （元のデスティネーションボリューム内） secondary1：
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cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1

-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-

25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on

volume vserverA:primary1 will be deleted.

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

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source

vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.

3. リストアしたボリュームを再マウントし、ボリュームを使用するすべてのアプリケーションを再起動しま
す。

ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク 参照するコンテンツ

再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で
使用可能）

"以前の Snapshot コピーからボリュームをリストア
します"

System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可
能）

"SnapVault によるボリュームリストアの概要"
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