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データ保護とディザスタリカバリ

System Manager によるデータ保護

System Manager によるデータ保護の概要

このセクションのトピックでは、 ONTAP 9.7 以降のリリースの System Manager を使
用してデータ保護を設定および管理する方法について説明します。

ONTAP 9.7以前のシステムでSystem Managerを使用している場合は、を参照してください "ONTAP System
Manager Classic のドキュメント"

Snapshot コピー、ミラー、バックアップ、ミラーとバックアップ関係を作成および管理して、データを保護
します。

SnapMirror は、地理的に離れたサイトのプライマリストレージからセカンダリストレージへのフェイルオー
バー用に設計されたディザスタリカバリテクノロジです。名前のとおり、 SnapMirror はセカンダリストレー
ジに作業データのレプリカ（ミラー）を作成します。プライマリサイトで災害が発生した場合でも、セカンダ
リストレージからデータを引き続き提供できます。

a_vault_ は、基準への準拠およびその他のガバナンス関連の目的で、ディスクツーディスクの Snapshot コピ
ーレプリケーションを実現するように設計されています。SnapMirror 関係では、通常、ソースボリューム内
の Snapshot コピーだけがデスティネーションに含まれますが、 SnapVault デスティネーションはより長期間
にわたって作成されたポイントインタイムの Snapshot コピーを保持します。

ONTAP 9.10.1 以降では、 S3 SnapMirror を使用して S3 バケット間にデータ保護関係を作成できます。デス
ティネーションバケットは、ローカルまたはリモートの ONTAP システム、あるいは StorageGRID や AWS
などの ONTAP 以外のシステムで使用できます。詳細については、を参照してください "S3 SnapMirror の概
要"。

カスタムのデータ保護ポリシーを作成する

既存のデフォルトの保護ポリシーがニーズに適していない場合は、 System Manager で
カスタムのデータ保護ポリシーを作成できます。ONTAP 9.11.1以降では、System
Managerを使用して、カスタムのミラーポリシーとバックアップポリシーを作成し、古
いポリシーを表示して選択できます。この機能は、ONTAP 9.8のONTAP 9.8P12以降の
パッチでも使用できます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方にカスタムの保護ポリシーを作成する。

手順

1. [* Protection] > [Local Policy Settings] をクリックします。

2. [* 保護ポリシー *] で、をクリックします 。

3. [* 保護ポリシー *] ペインで、をクリックします 。

4. 新しいポリシー名を入力し、ポリシーのスコープを選択します。

5. ポリシータイプを選択します。バックアップ専用ポリシーまたはミラーのみのポリシーを追加するに
は、*非同期*を選択し、*従来のポリシータイプを使用*をクリックします。
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6. 必須フィールドに入力します。

7. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

8. もう一方のクラスタで同じ手順を繰り返します。

Snapshot コピーを設定します

Snapshot コピーポリシーを作成して、自動的に作成される Snapshot コピーの最大数と
頻度を指定できます。このポリシーは、 Snapshot コピーを作成するタイミング、保持
するコピーの数、および Snapshot コピーに名前を付ける方法を指定します。

この手順で作成されるのは、ローカルクラスタのみです。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] 、 [ ローカルポリシーの設定 ] の順にクリックします。

2. [* Snapshot Policies*]( スナップショットポリシー ) で、をクリックします をクリックし、をクリック
します 。

3. ポリシー名を入力し、ポリシースコープを選択して、 * Schedules * （スケジュール * ）でをクリックし
ます  スケジュールの詳細を入力します。

Snapshot コピーを削除する前に再利用可能なスペースを計算します

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、削除する Snapshot コピーを選択
し、削除前に再利用可能なスペースを計算できます。

手順

1. [ ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックします。

2. Snapshot コピーを削除するボリュームを選択します。

3. 「 * Snapshot copies * 」をクリックします。

4. 1 つ以上の Snapshot コピーを選択します。

5. [ 再計算可能スペースを計算（ Calculate Reclaimable Space ） ] をクリックします。

Snapshot コピーディレクトリへのクライアントアクセスを有効または無効にします

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、クライアントシステムからボリュ
ーム上の Snapshot コピーディレクトリへのアクセスを有効または無効にすることがで
きます。アクセスを有効にすると、 Snapshot コピーディレクトリがクライアントに表
示されるようになります。また、 Windows クライアントは、ドライブを Snapshot コピ
ーディレクトリにマッピングして、その内容を表示およびアクセスできるようになりま
す。

ボリュームの Snapshot コピーディレクトリへのアクセスを有効または無効にするには、ボリュームの設定を
編集するか、ボリュームの共有設定を編集します。
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ボリュームを編集して、 Snapshot コピーディレクトリへのクライアントアクセスを有効または無効にしま
す

デフォルトでは、ボリューム上の Snapshot コピーディレクトリにクライアントからアクセスできます。

手順

1. [ ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックします。

2. 表示または非表示にする Snapshot コピーディレクトリが含まれているボリュームを選択します。

3. をクリックします をクリックし、 * Edit * を選択します。

4. 「 * Snapshot Copies （ Local ） Settings * 」セクションで、「 * Show the Snapshot copies directory to
clients * 」を選択または選択解除します。

5. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

共有を編集して、 Snapshot コピーディレクトリへのクライアントアクセスを有効または無効にします

デフォルトでは、ボリューム上の Snapshot コピーディレクトリにクライアントからアクセスできます。

手順

1. [ * ストレージ ] 、 [ 共有 ] の順にクリックします。

2. 表示または非表示にする Snapshot コピーディレクトリが含まれているボリュームを選択します。

3. をクリックします  をクリックし、 * Edit * を選択します。

4. 「 * 共有プロパティ * 」セクションで、「 * クライアントによる Snapshot コピー・ディレクトリへのア
クセスを許可する」を選択または選択解除します。

5. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

Snapshot コピーからリカバリします

Snapshot コピーからリストアすることにより、ボリュームを以前の時点にリカバリでき
ます。

この手順は、 Snapshot コピーからボリュームをリストアします。

手順

1. [* ストレージ ] をクリックし、ボリュームを選択します。

2. 「 * Snapshot copies * 」の下のをクリックします  リストアする Snapshot コピーの横にある * Restore *
を選択します。

ミラーとバックアップを準備

データをリモートクラスタにレプリケートして、データのバックアップやディザスタリ
カバリを目的としてデータを保護することができます。

いくつかのデフォルトの保護ポリシーが用意されています。カスタムポリシーを使用する場合は、保護ポリシ
ーを作成しておく必要があります。
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手順

1. ローカルクラスタで、 * Protection > Overview * をクリックします。

2. 「 * クラスタ間設定 * 」を展開します。Add Network Interfaces * をクリックして、クラスタのクラスタ間
ネットワークインターフェイスを追加します。

リモートクラスタでこの手順を繰り返します。

3. リモートクラスタで、 [* Protection] > [Overview] をクリックします。をクリックします  [ クラスタピア
] セクションで、 [ パスフレーズの生成 ] をクリックします。

4. 生成されたパスフレーズをコピーしてローカルクラスタに貼り付けます。

5. ローカルクラスタで、 [ クラスタピア ] の下の [* ピアクラスタ * ] をクリックし、ローカルクラスタとリモ
ートクラスタをピアリングします。

6. 必要に応じて、 Storage VM peers の下で、をクリックします  さらに * Storage VM* をピアリングし
て、 Storage VM のピアリングを行います。

7. Protect Volumes] をクリックしてボリュームを保護します。LUN を保護するには、 * Storage > LUNs * を
クリックし、保護する LUN を選択して、をクリックします 。

必要なデータ保護のタイプに基づいて保護ポリシーを選択します。

8. ボリュームと LUN がローカルクラスタから正常に保護されていることを確認するには、 * Storage >
Volumes * または * Storage > LUNs * をクリックし、ボリュームと LUN の表示を展開します。

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

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

"ボリュームのディザスタリカバリの準備の概要"

ONTAP のコマンドラインインターフェイス "クラスタピア関係を作成"

ミラーとバックアップを設定します

ボリュームのミラーとバックアップを作成し、災害時にデータを保護し、アーカイブさ
れた複数のバージョンのデータをロールバックできるようにします。ONTAP 9.11.1以降
では、System Managerを使用して、事前に作成されたミラーポリシーやカスタムのミラ
ーポリシーやバックアップポリシーを選択したり、古いポリシーを表示および選択した
り、ボリュームやStorage VMを保護する際に保護ポリシーに定義された転送スケジュー
ルを上書きしたりできます。この機能は、ONTAP 9.8のONTAP 9.8P12以降のパッチで
も使用できます。
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ONTAP 9.8P12以降のONTAP 9.8パッチリリースを使用しており、System Managerを使用し
てSnapMirrorを設定している場合、ONTAP 9.9.1またはONTAP 9.10.1リリースにアップグレー
ドする場合は、ONTAP 9.9.1P13以降およびONTAP 9.10.1P10以降のパッチリリースを使用す
る必要があります。

この手順 は、リモートクラスタにデータ保護ポリシーを作成します。ソースクラスタとデスティネーション
クラスタは、クラスタ間ネットワークインターフェイスを使用してデータを交換します。手順は、を想定して
います "クラスタ間ネットワークインターフェイスが作成され、ボリュームを含むクラスタ間にピア関係が設
定されます" （ペア）。また、データ保護用に Storage VM をピアリングすることもできます。ただし、
Storage VM がピア関係になく、権限が有効になっている場合、保護関係の作成時に Storage VM が自動的に
ピア関係に設定されます。

手順

1. 保護するボリュームまたは LUN を選択します。 * Storage > Volumes * または * Storage > LUNs * をクリ
ックし、目的のボリュームまたは LUN 名をクリックします。

2. をクリックします 。

3. デスティネーションクラスタと Storage VM を選択してください。

4. デフォルトでは非同期ポリシーが選択されます。同期ポリシーを選択するには、 * その他のオプション *
をクリックします。

5. [Protect]( 保護 ) をクリックします

6. 選択したボリュームまたは LUN の * SnapMirror （ローカルまたはリモート） * タブをクリックして、保
護が正しく設定されていることを確認します。

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

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

"SnapVault によるボリュームのバックアップの概要"

ONTAP のコマンドラインインターフェイス "レプリケーション関係を作成"

保護関係を再同期する

災害発生後に元のソースボリュームを再び使用できるようになったら、デスティネーシ
ョンボリュームからデータを再同期し、保護関係を再確立できます。

この手順は非同期関係にある元のソースボリュームのデータを置き換えるため、元のソースボリュームからデ
ータの提供を再開して元の保護関係を再開できます。

手順

1. [ * 保護 ] 、 [ 関係 ] の順にクリックし、再同期する切断された関係をクリックします。

2. をクリックします  次に、 * Resync * を選択します。

5

https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html


3. 「 * Relationships 」で、再同期の進捗状況を監視します。再同期が完了すると、状態が「 Mirrored 」に
変わります。

以前の Snapshot コピーからボリュームをリストアします

ボリューム内のデータが失われた場合や破損した場合、以前の Snapshot コピーからリ
ストアすることでデータをロールバックできます。

この手順は、ソースボリューム上の現在のデータを、以前のバージョンの Snapshot コピーのデータで置き換
えます。この手順はデスティネーションクラスタで実行する必要があります。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 関係 ] の順にクリックし、ソースボリューム名をクリックします。

2. をクリックします  次に、 [* Restore] を選択します。

3. ソースボリュームは、 * Source * でデフォルトで選択されます。ソース以外のボリュームを選択する場合
は、「 * その他のボリューム」をクリックします。

4. 「 * Destination * 」で、リストアする Snapshot コピーを選択します。

5. ソースとデスティネーションが異なるクラスタにある場合は、リモートクラスタで、 * Protection >
Relationships * をクリックしてリストアの進捗状況を監視します。

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

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"

ONTAP のコマンドラインインターフェイス "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"

Snapshot コピーからリカバリします

Snapshot コピーからリストアすることにより、ボリュームを以前の時点にリカバリでき
ます。

この手順は、 Snapshot コピーからボリュームをリストアします。

手順

1. [* ストレージ ] をクリックし、ボリュームを選択します。

2. 「 * Snapshot copies * 」の下のをクリックします  リストアする Snapshot コピーの横にある * Restore *
を選択します。

新しいボリュームにリストアします

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して、デスティネーションボリューム上
にバックアップされたデータを元のソース以外のボリュームにリストアできます。
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別のボリュームにリストアする場合は、既存のボリュームを選択するか、新しいボリュームを作成できます。

手順

1. 適切な保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックします。

2. をクリックします  をクリックし、 * リストア * をクリックします。

3. 「*ソース」セクションで「*その他のボリューム」を選択し、クラスタとStorage VMを選択します。

4. 既存のボリュームを選択するか、*新しいボリュームを作成する*を選択します。

5. 新しいボリュームを作成する場合は、ボリューム名を入力します。

6. 「* Destination *」セクションで、リストアするSnapshotコピーを選択します。

7. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

8. 「 * Relationships * 」で、関係の「 * Transfer Status * 」を表示してリストアの進捗状況を監視します。

保護関係の逆再同期

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して逆再同期操作を実行し、既存の保護
関係を削除して、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの機能を切り替え
ることができます。次に、デスティネーションボリュームでデータを提供しながら、ソ
ースを修理または交換し、ソースを更新して、システムの元の構成を再確立します。

System Managerでは、クラスタ内の関係との逆再同期はサポートされません。クラスタ内の関
係に対する逆再同期処理は、ONTAP CLIを使用して実行できます。

逆再同期処理を実行すると、共通の Snapshot コピーのデータよりも新しいソースボリューム上のデータはす
べて削除されます。

手順

1. 適切な保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックします。

2. をクリックします  をクリックし、 * 逆再同期 * をクリックします。

3. 「 * Relationships * 」で、関係の「 * Transfer Status * 」を表示して、逆再同期の進捗を監視します。

SnapMirror デスティネーションからのデータの提供

ソースが使用できなくなったときにミラーデスティネーションからデータを提供するに
は、デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止してから、 SnapMirror 関係
を解除してデスティネーションを書き込み可能にします。

手順
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1. 保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックし、目的のボリューム名をクリックし
ます。

2. をクリックします 。

3. スケジュールされた転送を停止するには、 * Pause * をクリックします。

4. 宛先を書き込み可能にします。 * Break * をクリックします。

5. メインの * 関係 * ページに移動して、関係の状態が「切断」と表示されていることを確認します。

次のステップ：

無効にしたソースボリュームが再び使用可能になったら、関係を再同期して、現在のデータを元のソースボリ
ュームにコピーする必要があります。元のソースボリュームのデータは、このプロセスで置き換えられます。

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

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

"ボリュームディザスタリカバリの概要"

ONTAP のコマンドラインインターフェイス "デスティネーションボリュームをアクティブ化"

Storage VM ディザスタリカバリを設定

System Manager を使用して、 Storage VM ディザスタリカバリ（ Storage VM DR ）関
係を作成して、 Storage VM の構成を相互にレプリケートできます。プライマリサイト
で災害が発生した場合に、デスティネーション Storage VM を迅速にアクティブ化でき
ます。

デスティネーションからこの手順を作成します。たとえば、ソース Storage VM で SMB が設定されている場
合など、新しい保護ポリシーを作成する必要がある場合は、 System Manager を使用してポリシーを作成
し、 * Add Protection Policy * ウィンドウで * Copy source Storage VM configuration * オプションを選択しま
す。詳細については、を参照してください "カスタムのデータ保護ポリシーを作成する"。

手順

1. デスティネーションクラスタで、 * Protection > Relationships * をクリックします。

2. [Relationships] ( リレーションシップ ) で、 [Protect] ( 保護 ) をクリックし、 [Storage VM(DR)] を選択
します。

3. 保護ポリシーを選択します。カスタムの保護ポリシーを作成した場合は、ポリシーを選択し、レプリケー
トするソースクラスタと Storage VM を選択します。新しい Storage VM 名を入力して、新しいデスティ
ネーション Storage VM を作成することもできます。

4. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

SVM DR デスティネーションからのデータの提供

ONTAP 9.8以降では、System Managerを使用して、災害発生後にデスティネーショ
ンStorage VMをアクティブ化できます。デスティネーションStorage VMをアクティブ化
すると、SVMデスティネーションボリュームが書き込み可能になり、クライアントにデ
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ータを提供できるようになります。

手順

1. ソースクラスタにアクセスできる場合は、SVMが停止していることを確認します。* Storage > Storage
VM*に移動し、SVMの* State *列を確認します。

2. ソースSVMの状態が「running」の場合は、停止します。select  「*停止」を選択します。

3. デスティネーションクラスタで、目的の保護関係を探します。* Protection > Relationships *に移動しま
す。

4. をクリックします  デスティネーションStorage VMのアクティブ化*を選択します。

ソース Storage VM を再アクティブ化

ONTAP 9.8 以降では、災害発生後に System Manager を使用してソース Storage VM を
再アクティブ化できます。ソース Storage VM を再アクティブ化すると、デスティネー
ション Storage VM が停止し、ソースからデスティネーションへのレプリケーションが
再度有効化されます。

このタスクについて

ソースStorage VMを再アクティブ化すると、System Managerによって次の処理がバックグラウンドで実行さ
れます。

• SnapMirror resyncを使用して、元のデスティネーションから元のソースへの反転SVM DR関係を作成しま
す

• デスティネーションSVMを停止します

• SnapMirror関係を更新します

• SnapMirror関係を解除します

• 元のSVMを再起動します

• 元のソースから元のデスティネーションへのSnapMirror再同期を実行します

• SnapMirror関係をクリーンアップします

手順

1. 適切な保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックします。

2. をクリックします  をクリックし、 * Reactivate Source Storage VM * をクリックします。

3. ［ * 関係 * ］ で、保護関係の ［ * 転送ステータス * ］ を表示して、ソースの再アクティブ化の進行状況
を監視します。

デスティネーション Storage VM を再同期

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して、ソース Storage VM のデータおよ
び設定の詳細を、解除した保護関係のデスティネーション Storage VM に再同期し、関
係を再確立できます。

ONTAP 9.11.1では、災害復旧のリハーサルを実行するときにデータウェアハウスの完全な再構築をバイパス
するオプションが導入されており、本番環境に戻すまでの時間を短縮できます。
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再同期処理は元の関係のデスティネーションからのみ実行できます。再同期を実行すると、ソース Storage
VM のデータよりも新しいデスティネーション Storage VM のデータがすべて削除されます。

手順

1. 適切な保護関係を選択します。 * Protection > Relationships * をクリックします。

2. 必要に応じて、［クイック再同期を実行する］を選択すると、災害復旧のリハーサル時にデータウェアハ
ウスの完全な再構築をバイパスできます。

3. をクリックします  をクリックし、 * Resync * をクリックします。

4. 「 * Relationships * 」で、関係の「 * Transfer Status * 」を表示して、再同期の進捗状況を監視します。

SnapMirror を使用してデータをクラウドにバックアップ

ONTAP 9.9.1以降では、System Managerを使用して、クラウドにデータをバックアップ
したり、クラウドストレージから別のボリュームにデータをリストアしたりできま
す。ONTAP または StorageGRID S3 をクラウドオブジェクトストアとして使用できま
す。

SnapMirrorクラウド機能を使用する前に、ネットアップサポートサイトからSnapMirror Cloud APIライセンス
キーを要求する必要があります。 "SnapMirror Cloud APIライセンスキーを申請します"。指示に従って、ビジ
ネスチャンスの簡単な概要 を入力し、指定されたEメールアドレスにEメールを送信してAPIキーを要求しま
す。24時間以内に応答するEメールと、APIキーの入手方法に関する詳しい説明が記載されています。

クラウドオブジェクトストアを追加します

SnapMirror クラウドバックアップを設定する前に、 StorageGRID または ONTAP S3 クラウドオブジェクト
ストアを追加する必要があります。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] 、 [ クラウドオブジェクトストア *] の順にクリックします。

2. をクリックします 。

デフォルトのポリシーを使用してバックアップします

デフォルトのクラウド保護ポリシーである DailyBackup を使用して、既存のボリュームの SnapMirror Cloud
バックアップを簡単に設定できます。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] の順にクリックし、 [ クラウドへのボリュームのバックアップ * ] を選択します。

2. 初めてクラウドにバックアップする場合は、ライセンスのフィールドに次のように SnapMirror Cloud API
ライセンスキーを入力します。

3. [* Authenticate and Continue] をクリックします。 *

4. ソースボリュームを選択

5. クラウドオブジェクトストアを選択します。

6. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

10

https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key
https://mysupport.netapp.com/site/tools/snapmirror-cloud-api-key


カスタムクラウドバックアップポリシーを作成する

SnapMirror クラウドバックアップにデフォルトの DailyBackup クラウドポリシーを使用しない場合は、独自
のポリシーを作成できます。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] 、 [ ローカルポリシーの設定 ] の順にクリックし、 [ 保護ポリシー *] を選択します。

2. [ * 追加 ] をクリックし、新しいポリシーの詳細を入力します。

3. ［ * ポリシータイプ * ］ セクションで、 ［ クラウドにバックアップ ］ を選択してクラウドポリシーを作
成していることを示します。

4. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

[* Volumes]ページからバックアップを作成します

System Manager * Volumes * ページでは、複数のボリュームのクラウドバックアップを一度に選択して作成
する場合や、カスタムの保護ポリシーを使用する場合に使用できます。

手順

1. [ ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックします。

2. クラウドにバックアップするボリュームを選択し、 * Protect * をクリックします。

3. [* Protect Volume] （ボリュームの保護）ウィンドウで、 [* More Options* （その他のオプション） ] をク
リックします。

4. ポリシーを選択します。

デフォルトポリシー、 DailyBackup 、または作成したカスタムクラウドポリシーを選択できます。

5. クラウドオブジェクトストアを選択します。

6. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

クラウドからリストアします

System Manager を使用して、クラウドストレージからソースクラスタ上の別のボリュームにバックアップし
たデータをリストアできます。

手順

1. [ ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックします。

2. [ クラウドにバックアップ * ] タブを選択します。

3. をクリックします  をクリックし、リストアするソースボリュームの横にある * Restore * を選択しま
す。

4. 「 * Source * 」で Storage VM を選択し、データのリストア先となるボリュームの名前を入力します。

5. 「 * Destination * 」で、リストアする Snapshot コピーを選択します。

6. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
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SnapMirror クラウド関係を削除します

System Manager を使用してクラウド関係を削除できます。

手順

1. [* ストレージ ] 、 [ ボリューム ] の順にクリックし、削除するボリュームを選択します。

2. をクリックします  をクリックし、 * Delete * を選択します。

3. クラウドオブジェクトストアエンドポイントを削除する場合は、 * クラウドオブジェクトストアエンドポ
イントを削除（オプション） * を選択します。

4. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。

クラウドオブジェクトストアを削除する

Cloud Backup 関係に含まれていないクラウドオブジェクトストアは、 System Manager を使用して削除でき
ます。クラウドオブジェクトストアがクラウドバックアップ関係の一部である場合、そのクラウドオブジェク
トストアは削除できません。

手順

1. [ 保護 ] 、 [ 概要 ] 、 [ クラウドオブジェクトストア *] の順にクリックします。

2. 削除するオブジェクトストアを選択し、をクリックします  をクリックし、 * Delete * を選択します。

Cloud Backup を使用してデータをバックアップ

ONTAP 9.9.1以降では、System Managerを使用して、Cloud Backupを使用してクラウド
内のデータをバックアップできます。

Cloud Backup は、 FlexVol の読み書き可能ボリュームとデータ保護（ DP ）ボリュームをサポ
ートしています。FlexGroup ボリュームと SnapLock ボリュームはサポートされません。

作業を開始する前に

BlueXPでアカウントを確立するには、次の手順を実行する必要があります。サービスアカウントには、「
Account Admin 」というロールを作成する必要があります。（他のサービスアカウントロールには、 System
Manager からの接続の確立に必要な権限がありません）。

1. "BlueXPでアカウントを作成します"。

2. "BlueXPでコネクタを作成します" 次のいずれかのクラウドプロバイダを使用：

◦ Microsoft Azure

◦ Amazon Web Services （ AWS ）

◦ Google Cloud Platform （ GCP ）

◦ StorageGRID （ ONTAP 9.10.1 ）

ONTAP 9.10.1以降では、クラウドバックアッププロバイダとしてStorageGRID を選択
できますが、BlueXPがオンプレミスに導入されている場合にのみ選択できま
す。BlueXPコネクタは、オンプレミスにインストールし、BlueXPソフトウェアサービ
ス（SaaS）アプリケーションから利用できるようにする必要があります。
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3. "BlueXPでCloud Backup Service を購読します" （適切なライセンスが必要です）。

4. "BlueXPを使用して、アクセスキーとシークレットキーを生成します"。

クラスタをBlueXPに登録します

クラスタは、BlueXPまたはSystem Managerを使用してBlueXPに登録できます。

手順

1. System Manager で、「保護の概要」に移動します。

2. * Cloud Backup Service * で、以下の詳細を指定します。

◦ クライアント ID

◦ クライアントシークレットキー

3. [Register and Continue] を選択します。

Cloud Backup を有効にします

クラスタをBlueXPに登録したら、クラウドバックアップを有効にして、クラウドへの最初のバックアップを
開始する必要があります。

手順

1. System Manager で、 * Protection > Overview * をクリックし、 * Cloud Backup Service * セクションまで
スクロールします。

2. クライアント ID * と * クライアントシークレット * を入力します。

ONTAP 9.10.1 以降では、クラウドの使用コストについて、「 * クラウドの使用コストの詳
細 * 」をクリックして確認できます。

3. [ 接続して Cloud Backup Service を有効にする *] をクリックします。

4. [* Cloud Backup Service を有効にする *] ページで、選択したプロバイダーに応じて次の詳細を入力しま
す。

クラウドプロバイダ 入力するデータ

Azure • Azure サブスクリプション ID

• 地域

• リソースグループ名（既存または新規）

AWS • AWS アカウント ID

• アクセスキー

• シークレットキー

• 地域
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Google Cloud プロジェクト（ GCP
）

• Google Cloud プロジェクト名

• Google Cloud Access キー

• Google Cloud Secret キー

• 地域

StorageGRID （ONTAP 9.10.1以
降、オンプレミスにのみBlueXPを
導入）

• サーバ

• SG Access Key

• SG シークレットキー

5. 保護ポリシー * を選択：

◦ * 既存のポリシー * ：既存のポリシーを選択します。

◦ * 新しいポリシー * ：名前を指定し、転送スケジュールを設定します。

ONTAP 9.10.1 以降では、 Azure と AWS のどちらでアーカイブを有効にするかを指定
できます。

Azure または AWS を使用してボリュームのアーカイブを有効にした場合、アーカイブ
を無効にすることはできません。

Azure または AWS のアーカイブを有効にする場合は、次の情報を指定します。

▪ ボリュームがアーカイブされるまでの日数。

▪ アーカイブに保持するバックアップの数。最新のバックアップまでアーカイブするには、「 0 」
（ゼロ）を指定します。

▪ AWS の場合は、アーカイブストレージクラスを選択します。

6. バックアップするボリュームを選択します。

7. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

クラウドバックアップに使用する保護ポリシーを編集します

Cloud Backup で使用する保護ポリシーを変更できます。

手順

1. System Manager で、 * Protection > Overview * をクリックし、 * Cloud Backup Service * セクションまで
スクロールします。

2. をクリックします をクリックし、 * Edit * をクリックします。

3. 保護ポリシー * を選択：

◦ * 既存のポリシー * ：既存のポリシーを選択します。

◦ * 新しいポリシー * ：名前を指定し、転送スケジュールを設定します。
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ONTAP 9.10.1 以降では、 Azure と AWS のどちらでアーカイブを有効にするかを指定
できます。

Azure または AWS を使用してボリュームのアーカイブを有効にした場合、アーカイブ
を無効にすることはできません。

Azure または AWS のアーカイブを有効にする場合は、次の情報を指定します。

▪ ボリュームがアーカイブされるまでの日数。

▪ アーカイブに保持するバックアップの数。最新のバックアップまでアーカイブするには、「 0 」
（ゼロ）を指定します。

▪ AWS の場合は、アーカイブストレージクラスを選択します。

4. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

クラウド上の新しいボリュームまたは LUN を保護します

新しいボリュームまたは LUN を作成するときは、ボリュームまたは LUN のクラウドにバックアップできる
SnapMirror 保護関係を確立できます。

作業を開始する前に

• SnapMirror ライセンスが必要です。

• クラスタ間 LIF を設定する必要があります。

• NTP を設定する必要があります。

• クラスタでONTAP 9.9.1が実行されている必要があります。

このタスクについて

次のクラスタ構成では、クラウド上の新しいボリュームや LUN を保護することはできません。

• クラスタを MetroCluster 環境に含めることはできません。

• SVM-DR はサポートされていません。

• Cloud Backup を使用して FlexGroup をバックアップすることはできません。

手順

1. ボリュームまたは LUN をプロビジョニングするときは、 System Manager の * Protection * ページで、 *
SnapMirror を有効にする（ローカルまたはリモート） * チェックボックスを選択します。

2. クラウドバックアップポリシータイプを選択します。

3. クラウドバックアップが有効になっていない場合は、 * Cloud Backup Service を有効にする * を選択しま
す。

クラウド上の既存のボリュームまたは LUN を保護

既存のボリュームと LUN に対して SnapMirror 保護関係を確立できます。

手順

1. 既存のボリュームまたは LUN を選択し、 * Protect * （保護）をクリックします。
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2. [* Protect Volumes] ページで、保護ポリシーに [* Backup using Cloud Backup Service * ] を指定します。

3. [Protect]( 保護 ) をクリックします

4. [* 保護 ] ページで、 [ SnapMirror を有効にする ( ローカルまたはリモート )*] チェックボックスをオンにし
ます。

5. 「 Cloud Backup Service を有効にする」を選択します。

バックアップファイルからデータをリストアする

データのリストア、関係の更新、関係の削除などのバックアップ管理操作は、BlueXPインターフェイスを使
用している場合にのみ実行できます。を参照してください "バックアップファイルからのデータのリストア"
を参照してください。

CLI を使用したクラスタと SVM のピアリング

CLI を使用したクラスタと SVM のピアリングの概要

ソースとデスティネーションのクラスタ間およびソースとデスティネーションの
Storage Virtual Machine （ SVM ）間にピア関係を作成できます。SnapMirror を使用し
て Snapshot コピーをレプリケートするには、これらのエンティティ間にピア関係を作
成しておく必要があります。

ONTAP 9.3 では、クラスタと SVM 間にピア関係を設定する方法が簡易化されています。クラスタと SVM の
ピアリング手順は、 ONTAP 9 のすべてのバージョンで使用できます。使用している ONTAP のバージョンに
適した手順を使用してください。

この手順は、 System Manager や自動スクリプトツールではなく、コマンドラインインターフェイス（ CLI
）を使用して実行します。

クラスタピアリングと SVM ピアリングを準備

ピアリングの基本

SnapMirror を使用して Snapshot コピーをレプリケートするには、ソースとデスティネ
ーションのクラスタ間およびソースとデスティネーションの SVM 間でピア関係を作成
する必要があります。ピア関係で定義されるネットワーク接続により、クラスタ間およ
び SVM 間でデータをセキュアにやり取りすることができます。

ピア関係にあるクラスタおよび SVM は、 _intercluster 論理インターフェイス（ LIF ）を使用してクラスタ間
ネットワーク経由で通信します。 _ クラスタ間 LIF は、「 intercluster-core 」ネットワークインターフェイス
サービスをサポートする LIF で、通常は「 default-intercluster 」ネットワークインターフェイスサービスポリ
シーを使用して作成されます。ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成する必要があり
ます。

クラスタ間 LIF は、 LIF が割り当てられているシステム SVM に属するルートを使用します。ONTAP は、ク
ラスタレベルの通信用に IPspace 内にシステム SVM を自動的に作成します。

ファンアウトとカスケードの両方のトポロジがサポートされます。カスケードトポロジの場合、クラスタ間ネ
ットワークを作成する必要があるのは、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの間、およびセカンダリク
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ラスタとターシャリクラスタの間だけです。プライマリクラスタとターシャリクラスタの間にクラスタ間ネッ
トワークを作成する必要はありません。

管理者は、 default-intercluster サービスポリシーから intercluster-core サービスを削除すること
が可能です（ただし推奨されません）。この場合、「 default-intercluster 」を使用して作成 LIF
を作成しても、その LIF はクラスタ間 LIF にはなりません。default-intercluster サービスポリシ
ーに intercluster-core サービスが含まれていることを確認するには、次のコマンドを使用しま
す。

network interface service-policy show -policy default-intercluster

クラスタピアリングの前提条件

クラスタピアリングを設定する前に、接続、ポート、 IP アドレス、サブネット、ファイ
アウォール、 とクラスタの命名要件が満たされている。

接続要件

ローカルクラスタのすべてのクラスタ間 LIF が、リモートクラスタのすべてのクラスタ間 LIF と通信できる必
要があります。

必須ではありませんが、一般に、クラスタ間 LIF には同じサブネットの IP アドレスを使用した方が構成がシ
ンプルになります。IP アドレスは、データ LIF と同じサブネット内や、別のサブネット内に存在できます。
各クラスタで使用するサブネットは、次の要件を満たしている必要があります。

• サブネットがクラスタ間通信で使用するポートを含むブロードキャストドメインに属している。

• サブネットには、各ノードに 1 つのインタークラスタ LIF が割り当てられる十分な数の IP アドレスが必
要です。

たとえば、 4 ノードクラスタの場合、クラスタ間通信で使用するサブネットには、使用可能な IP アドレ
スが 4 つ必要です。クラスタ間ネットワークでは、各ノードにインタークラスタ LIF と IP アドレスが必
要です。

クラスタ間 LIF のアドレスには IPv4 または IPv6 のいずれかを使用できます。

ONTAP 9 では、必要に応じて IPv4 プロトコルと IPv6 プロトコルがクラスタ間 LIF に共存する
ことを許可し、 IPv4 から IPv6 にピアリングネットワークを移行できます。以前のリリースで
は、クラスタ全体のすべてのクラスタ間関係が IPv4 または IPv6 のどちらかだったため、プロ
トコルの変更はシステム停止を伴うイベントでした。

ポート要件

クラスタ間通信には専用のポートを使用することも、データネットワークで使用されているポートを共有する
こともできます。ポートは、次の要件を満たしている必要があります。

• 特定のリモートクラスタとの通信に使用するポートは、すべて同じ IPspace に属している必要がありま
す。

複数のクラスタとのピア関係の作成には複数の IPspace を使用できます。ペアワイズのフルメッシュ接続
は IPspace 内でのみ必要になります。
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• クラスタ間通信で使用されるブロードキャストドメインに、 1 ノードあたり最低 2 つのポートがあり、ク
ラスタ間通信で別のポートへのフェイルオーバーが可能になっている。

ブロードキャストドメインに追加できるポートは、物理ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイス
グループ（ ifgrps ）です。

• すべてのポートが接続されている。

• すべてのポートが正常な状態である必要があります。

• ポートの MTU 設定が一貫している。

ファイアウォールの要件

ファイアウォールとクラスタ間ファイアウォールポリシーでは、次のプロトコルを許可する必要があります。

• ICMP サービス

• ポート 10000 、 11104 、および 11105 経由でのすべてのインタークラスタ LIF の IP アドレスへの TCP
接続

• クラスタ間 LIF 間の双方向 HTTPS

HTTPS は CLI を使用したクラスタピアリングのセットアップ時には必要ありませんが、 System
Manager を使用してデータ保護を設定する場合にはあとで必要になります。

デフォルト intercluster ファイアウォールポリシーでは、HTTPSプロトコル経由のアクセスとすべてのIP
アドレス（0.0.0.0/0）からのアクセスが許可されます。ポリシーは必要に応じて変更または置き換えできま
す。

ONTAP 9.10.1以降では、ファイアウォールポリシーは廃止され、完全にLIFのサービスポリシ
ーに置き換えられました。詳細については、を参照してください "LIF のファイアウォールポリ
シーを設定します"。

クラスタ要件

クラスタは、次の要件を満たす必要があります。

• 1 つのクラスタに対してピア関係を設定できるクラスタは最大 255 個である。

共有ポートまたは専用ポートを使用します

クラスタ間通信には専用のポートを使用することも、データネットワークで使用されて
いるポートを共有することもできます。ポートを共有するかどうかを判断する際は、ネ
ットワーク帯域幅、レプリケーション間隔、およびポートの可用性を考慮する必要があ
ります。

ピア関係にある一方のクラスタではポートを共有し、もう一方のクラスタでは専用ポートを使
用することができます。
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ネットワーク帯域幅

10GbE のように高速なネットワークの場合は、データアクセスに使用されるのと同じ 10GbE ポートを使用し
てレプリケーションを実行するためのローカル LAN 帯域幅が十分にあると考えられます。

その場合も、 LAN 側と WAN 側の使用帯域幅を比較する必要があります。WAN 側で使用可能な帯域幅が
10GbE よりも大幅に狭い場合、専用ポートを使用しなければならないことがあります。

ただし、クラスタのすべてまたは多数のノードでデータをレプリケートする場合は例外で、こ
の場合は一般に帯域幅がノード間で分散して使用されます。

専用ポートを使用しない場合、一般にレプリケーションネットワークの最大転送単位（ MTU ）サイズはデー
タネットワークの MTU サイズと同じにします。

レプリケーション間隔

ピーク時を避けてレプリケーションを実施する場合は、 10GbE LAN 接続がなくてもデータポートを使用でき
るはずです。

通常の業務時間にレプリケーションを実施する場合は、レプリケートされるデータの量と、原因がデータプロ
トコルと競合するために必要な帯域幅を考慮する必要があるかどうかを検討する必要があります。データプロ
トコル（ SMB 、 NFS 、 iSCSI ）によるネットワーク利用率が 50% を超える場合は、ノードのフェイルオー
バーが発生してもパフォーマンスの低下を招かないよう、クラスタ間通信に専用のポートを使用します。

ポートの可用性

レプリケーショントラフィックがデータトラフィックの妨げになる場合は、同じノード上にある他の任意のク
ラスタ間対応共有ポートにクラスタ間 LIF を移行できます。

VLAN ポートをレプリケーション専用にすることもできます。ポートの帯域幅は、すべての VLAN とベースポ
ートで共有されます。

カスタム IPspace を使用してレプリケーショントラフィックを分離します

カスタム IPspace を使用すると、クラスタがそのピアに対して行ったやり取りを分離で
きます。Called_Designated intercluster connectivity_ 。この設定により、サービスプロ
バイダはマルチテナント環境でレプリケーショントラフィックを分離できます。

たとえば、クラスタ A とクラスタ B の間のレプリケーショントラフィックを、クラスタ A とクラスタ C の間
のレプリケーショントラフィックから切り離すとしますこれを行うには、クラスタ A に IPspace を 2 つ作成
します

一方の IPspace には、クラスタ B との通信に使用するクラスタ間 LIF が含まれています次の図に示すよう
に、もう一方の IPspace には、クラスタ C との通信に使用するクラスタ間 LIF が含まれています。
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カスタム IPspace の設定については、 _ ネットワーク管理ガイド _ を参照してください。

クラスタ間 LIF を設定する

共有データポートにクラスタ間 LIF を設定します

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

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、のネットワークポートを示しています cluster01：
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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。

オプション 説明

• ONTAP 9.6 以降： * network interface create -vserver

system_SVM -lif LIF_name -service

-policy default-intercluster -home

-node node -home-port port -address

port_IP -netmask netmask

• ONTAP 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

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を作成します cluster01_icl01 および cluster01_icl02：
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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

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

オプション 説明

• ONTAP 9.6 以降： * network interface show -service-policy

default-intercluster

• ONTAP 9.5 以前： * network interface show -role

intercluster

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。

22



オプション 説明

• ONTAP 9.6 以降： * network interface show –service-policy

default-intercluster -failover

• ONTAP 9.5 以前： * network interface show -role

intercluster -failover

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を示しています cluster01_icl01 および cluster01_icl02 をクリックし

ます e0c ポートはにフェイルオーバーします e0d ポート：

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

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定します

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

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

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

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

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

cluster01-01

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000

cluster01-02

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000

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、そのポートを示しています e0e および e0f LIFが割り当てられていません：

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。
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network interface failover-groups create -vserver system_SVM -failover-group

failover_group -targets physical _or_logical_ports

次の例は、ポートを割り当てます e0e および e0f をフェイルオーバーグループに追加します

intercluster01 システムSVM cluster01：

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

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 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。

オプション 説明

• ONTAP 9.6 以降： * network interface create -vserver

system_SVM -lif LIF_name -service

-policy default-intercluster -home

-node node -home- port port -address

port_IP -netmask netmask -failover

-group failover_group
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オプション 説明

• ONTAP 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

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を作成します cluster01_icl01 および cluster01_icl02 （フェイルオー

バーグループ内） intercluster01：

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。

オプション 説明

• ONTAP 9.6 以降： * network interface show -service-policy

default-intercluster

• ONTAP 9.5 以前： * network interface show -role

intercluster

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 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。

オプション 説明

• ONTAP 9.6 以降： * network interface show -service-policy

default-intercluster -failover

• ONTAP 9.5 以前： * network interface show -role

intercluster -failover

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を示しています cluster01_icl01 および cluster01_icl02 指定しますe0e

ポートはにフェイルオーバーします e0f ポート：

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
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カスタム IPspace にクラスタ間 LIF を設定します

カスタム IPspace にクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、マルチテナント環境
でレプリケーショントラフィックを分離できます。

カスタム IPspace を作成すると、その IPspace 内のシステムオブジェクトのコンテナとして機能するシステ
ム Storage Virtual Machine （ SVM ）が作成されます。この SVM は、作成した IPspace 内のすべてのクラス
タ間 LIF のコンテナとして使用できます。新しい SVM の名前がカスタム IPspace と同じです。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

network port show

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、のネットワークポートを示しています cluster01：

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. クラスタにカスタム IPspace を作成します。

network ipspace create -ipspace ipspace

次の例は、カスタムIPspaceを作成します ipspace-IC1：

cluster01::> network ipspace create -ipspace ipspace-IC1
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3. 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、そのポートを示しています e0e および e0f LIFが割り当てられていません：

cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port

vserver lif                  home-port curr-port

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

Cluster cluster01_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster01_clus2   e0b       e0b

Cluster cluster02_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster02_clus2   e0b       e0b

cluster01

        cluster_mgmt         e0c       e0c

cluster01

        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c

cluster01

        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c

4. デフォルトのブロードキャストドメインから使用可能なポートを削除します。

network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain Default -ports

ports

一度に複数のブロードキャストドメインにポートを配置することはできません。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、ポートを削除します e0e および e0f デフォルトブロードキャストドメインから、次のコマン
ドを実行します。

cluster01::> network port broadcast-domain remove-ports -broadcast

-domain Default -ports

cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f

5. デフォルトのブロードキャストドメインからポートが削除されたことを確認します。

network port show

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、そのポートを示しています e0e および e0f がデフォルトのブロードキャストドメインから削
除されました。
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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    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    -                up    1500  auto/1000

       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000

       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000

cluster01-02

       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    -                up    1500  auto/1000

       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000

       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000

6. カスタム IPspace にブロードキャストドメインを作成します。

network port broadcast-domain create -ipspace ipspace -broadcast-domain

broadcast_domain -mtu MTU -ports ports

次の例は、ブロードキャストドメインを作成します ipspace-IC1-bd （IPspace内） ipspace-IC1：

cluster01::> network port broadcast-domain create -ipspace ipspace-IC1

-broadcast-domain

ipspace-IC1-bd -mtu 1500 -ports cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,

cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f

7. ブロードキャストドメインが作成されたことを確認します。

network port broadcast-domain show

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 port broadcast-domain show

IPspace Broadcast                                         Update

Name    Domain Name    MTU  Port List                     Status Details

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

Cluster Cluster       9000

                            cluster01-01:e0a              complete

                            cluster01-01:e0b              complete

                            cluster01-02:e0a              complete

                            cluster01-02:e0b              complete

Default Default       1500

                            cluster01-01:e0c              complete

                            cluster01-01:e0d              complete

                            cluster01-01:e0f              complete

                            cluster01-01:e0g              complete

                            cluster01-02:e0c              complete

                            cluster01-02:e0d              complete

                            cluster01-02:e0f              complete

                            cluster01-02:e0g              complete

ipspace-IC1

        ipspace-IC1-bd

                      1500

                            cluster01-01:e0e              complete

                            cluster01-01:e0f              complete

                            cluster01-02:e0e              complete

                            cluster01-02:e0f              complete

8. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、ブロードキャストドメインに割り当てます。

オプション 説明

• ONTAP 9.6 以降： * network interface create -vserver

system_SVM -lif LIF_name -service

-policy default-intercluster -home

-node node -home-port port -address

port_IP -netmask netmask

• ONTAP 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

LIF は、ホームポートが割り当てられているブロードキャストドメインに作成されます。ブロードキャス
トドメインには、そのドメインと同じ名前のデフォルトのフェイルオーバーグループがあります。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。
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次の例は、クラスタ間LIFを作成します cluster01_icl01 および cluster01_icl02 （ブロードキ

ャストドメイン内） ipspace-IC1-bd：

cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif

cluster01_icl01 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e

-address 192.168.1.201

-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif

cluster01_icl02 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e

-address 192.168.1.202

-netmask 255.255.255.0

9. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

オプション 説明

• ONTAP 9.6 以降： * network interface show -service-policy

default-intercluster

• ONTAP 9.5 以前： * network interface show -role

intercluster

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

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

------- ----

ipspace-IC1

            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

10. 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。
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オプション 説明

• ONTAP 9.6 以降： * network interface show -service-policy

default-intercluster -failover

• ONTAP 9.5 以前： * network interface show -role

intercluster -failover

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を示しています cluster01_icl01 および cluster01_icl02 指定します

e0e ポートがe0fポートにフェイルオーバーされます。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

–failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

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

ipspace-IC1

         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

ピア関係を設定

クラスタピア関係を作成

を使用できます cluster peer create コマンドを使用して、ローカルクラスタとリ
モートクラスタ間にピア関係を作成します。ピア関係が作成されたら、を実行できます

cluster peer create リモートクラスタにアクセスしてローカルクラスタに対して
認証します。

作業を開始する前に

• ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成しておく必要があります。

• クラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている必要があります。（クラスタで ONTAP 9.2 以前が実行され
ている場合は、の手順を参照してください "このアーカイブ済みドキュメント". ）

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとのピア関係を作成します。
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cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY

HH:MM:SS|1…7days|1…168hours -peer-addrs peer_LIF_IPs -initial-allowed-vserver

-peers svm_name,..|* -ipspace ipspace

両方を指定する場合は -generate-passphrase および -peer-addrs`にクラスタ間LIFが指定されて

いるクラスタのみ `-peer-addrs 生成されたパスワードを使用できます。

は無視してかまいません -ipspace オプション（カスタムIPspaceを使用しない場合）。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。

ONTAP 9.6以降でピア関係を作成する場合に、クラスタ間ピアリング通信を暗号化しないようにするに

は、を使用する必要があります -encryption-protocol-proposed none 暗号化を無効にするオプシ
ョン。

次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成し、SVMとのピア関係を事前承認しま

す vs1 および vs2 ローカルクラスタ：

cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration

2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR

                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST

  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2

            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101

              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.

次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス 192.140.112.103 および 192.140.112.104 でリモートクラスタ
とのクラスタピア関係を作成し、ローカルクラスタのすべての SVM とのピア関係を事前承認します。

cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs

192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed

-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR

                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST

  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2

            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102

              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.

次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成し、SVMとのピア関係を事前承認しま

すvs1 および vs2 ローカルクラスタ：
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cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration

2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR

                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST

  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2

            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101

              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.

2. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。

cluster peer create -peer-addrs peer_LIF_IPs -ipspace ipspace

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 の IP アドレス 192.140.112.101 および 192.140.112.102 でローカルクラスタ
をリモートクラスタに対して認証します。

cluster01::> cluster peer create -peer-addrs

192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more

characters.

        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a

phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:

Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.

プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

3. クラスタピア関係が作成されたことを確認します。

cluster peer show -instance
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cluster01::> cluster peer show -instance

                               Peer Cluster Name: cluster02

                   Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,

192.140.112.102

              Availability of the Remote Cluster: Available

                             Remote Cluster Name: cluster2

                             Active IP Addresses: 192.140.112.101,

192.140.112.102

                           Cluster Serial Number: 1-80-123456

                  Address Family of Relationship: ipv4

            Authentication Status Administrative: no-authentication

               Authentication Status Operational: absent

                                Last Update Time: 02/05 21:05:41

                    IPspace for the Relationship: Default

4. ピア関係にあるノードの接続状態とステータスを確認します。

cluster peer health show

cluster01::> cluster peer health show

Node       cluster-Name                Node-Name

             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…

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

--------

cluster01-01

           cluster02                   cluster02-01

             Data: interface_reachable

             ICMP: interface_reachable true       true            true

                                       cluster02-02

             Data: interface_reachable

             ICMP: interface_reachable true       true            true

cluster01-02

           cluster02                   cluster02-01

             Data: interface_reachable

             ICMP: interface_reachable true       true            true

                                       cluster02-02

             Data: interface_reachable

             ICMP: interface_reachable true       true            true

ONTAP でこれを行うその他の方法
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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）

"ミラーとバックアップを準備"

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

"ボリュームのディザスタリカバリの準備の概要"

クラスタ間 SVM ピア関係を作成

を使用できます vserver peer create コマンドを使用して、ローカルクラスタとリ
モートクラスタのSVM間にピア関係を作成します。

作業を開始する前に

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタのピア関係が確立されている必要があります。

• クラスタで ONTAP 9.3 が実行されている必要があります。（クラスタで ONTAP 9.2 以前が実行されてい
る場合は、の手順を参照してください "このアーカイブ済みドキュメント". ）

• リモートクラスタの SVM について、「事前承認」されたピア関係が必要です。

詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成"。

このタスクについて

ONTAP の以前のリリースでは、一度に 1 つの SVM のピア関係しか承認できず、を実行する必要がありまし

た vserver peer accept コマンドは、保留中のSVMピア関係を承認したたびに実行します。

ONTAP 9.3以降では、にSVMを一覧表示して、複数のSVMのピア関係を「事前承認」できます -initial

-allowed-vserver オプションは、クラスタピア関係を作成するときに使用します。詳細については、を参
照してください "クラスタピア関係を作成"。

手順

1. データ保護のデスティネーションクラスタで、ピアリング対象として事前承認された SVM を表示しま
す。

vserver peer permission show

cluster02::> vserver peer permission show

Peer Cluster         Vserver               Applications

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

cluster02            vs1,vs2               snapmirror

2. データ保護のソースクラスタで、データ保護のデスティネーションクラスタ上の事前承認された SVM と
のピア関係を作成します。

vserver peer create -vserver local_SVM -peer-vserver remote_SVM

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、ローカルSVM間にピア関係を作成します pvs1 および事前承認されたリモートSVM vs1：
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cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1

3. SVM ピア関係を確認します。

vserver peer show

cluster01::> vserver peer show

            Peer        Peer                           Peering

Remote

Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications

Vserver

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

---------

pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror

vs1

クラスタ間 SVM ピア関係を追加します

クラスタピア関係を設定したあとに SVM を作成する場合は、 SVM のピア関係を手動で

追加する必要があります。を使用できます vserver peer create コマンドを使用し

てSVM間のピア関係を作成します。ピア関係が作成されたら、を実行できます vserver

peer accept リモートクラスタ上でピア関係を承認します。

作業を開始する前に

ソースクラスタとデスティネーションクラスタのピア関係が確立されている必要があります。

このタスクについて

ローカルデータのバックアップ用に、同じクラスタの SVM 間にピア関係を作成できます。詳細については、

を参照してください vserver peer create のマニュアルページ。

管理者がを使用することがあります vserver peer reject コマンドを使用して、提示されたSVMピア関

係を拒否します。SVM間の関係がにある場合 rejected 状態の場合は、新しい関係を作成する前に関係を削

除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 vserver peer delete のマニュアルペー
ジ。

手順

1. データ保護のソースクラスタで、データ保護のデスティネーションクラスタ上の SVM とのピア関係を作
成します。

vserver peer create -vserver local_SVM -peer-vserver remote_SVM -applications

snapmirror|file-copy|lun-copy -peer-cluster remote_cluster

次の例は、ローカルSVM間にピア関係を作成しますpvs1 およびリモートSVMvs1
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cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1

-applications snapmirror -peer-cluster cluster02

ローカルとリモートの SVM の名前が同じ場合は、 _local name_to を使用して SVM ピア関係を作成する
必要があります。

cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver

vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01

-local-name cluster1vs1LocallyUniqueName

2. データ保護のソースクラスタで、ピア関係が開始されていることを確認します。

vserver peer show-all

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間のピア関係を示していますpvs1 およびSVMvs1 が開始されました：

cluster01::> vserver peer show-all

            Peer        Peer                      Peering

Vserver     Vserver     State      Peer Cluster   Applications

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

pvs1        vs1         initiated   Cluster02       snapmirror

3. データ保護のデスティネーションクラスタで、保留中の SVM ピア関係を表示します。

vserver peer show

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、の保留中のピア関係を表示します cluster02：

cluster02::> vserver peer show

                   Peer               Peer

Vserver            Vserver            State

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

vs1                pvs1               pending

4. データ保護のデスティネーションクラスタで、保留中のピア関係を承認します。

vserver peer accept -vserver local_SVM -peer-vserver remote_SVM

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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次の例は、ローカルSVM間のピア関係を承認します vs1 およびリモートSVM pvs1：

cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1

5. SVM ピア関係を確認します。

vserver peer show

cluster01::> vserver peer show

            Peer        Peer                           Peering

Remote

Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications

Vserver

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

---------

pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror

vs1

既存のピア関係でクラスタピアリングの暗号化を有効にします

ONTAP 9.6 以降では、新しく作成されるすべてのクラスタピア関係で、クラスタピアリ
ングの暗号化がデフォルトで有効になります。クラスタピアリングの暗号化では、事前
共有キー（ PSK ）と Transport Security Layer （ TLS ）を使用して、クラスタ間ピアリ
ング通信が保護されます。これにより、ピアクラスタ間のセキュリティが強化されま
す。

このタスクについて

ピアクラスタを ONTAP 9.6 以降にアップグレードする場合、 ONTAP 9.5 以前でピア関係が作成されている
ときは、アップグレード後にクラスタピアリングの暗号化を手動で有効にする必要があります。クラスタピア
リングの暗号化を有効にするには、ピア関係の両方のクラスタで ONTAP 9.6 以降が実行されている必要があ
ります。

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとの通信の暗号化を有効にします。

cluster peer modify source_cluster -auth-status-admin use-authentication

-encryption-protocol-proposed tls-psk

2. プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。

3. データ保護のソースクラスタで、データ保護のデスティネーションクラスタとの通信の暗号化を有効にし
ます。

cluster peer modify data_protection_destination_cluster -auth-status-admin

use-authentication -encryption-protocol-proposed tls-psk
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4. プロンプトが表示されたら、デスティネーションクラスタで入力したパスフレーズを入力します。

既存のピア関係からクラスタピアリングの暗号化を削除します

デフォルトでは、 ONTAP 9.6 以降で作成されるすべてのピア関係でクラスタピアリング
の暗号化が有効になります。クラスタ間ピアリング通信に暗号化を使用しない場合は、
暗号化を無効にできます。

手順

1. デスティネーションクラスタで、クラスタピアリングの暗号化を中止するようにソースクラスタとの通信
を変更します。

◦ 暗号化を解除して認証を維持するには、+を入力します

cluster peer modify source_cluster -auth-status-admin use-authentication

-encryption none

◦ 暗号化と認証を解除するには、+と入力します

cluster peer modify source_cluster -auth-status no-authentication

2. プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。

3. ソースクラスタで、デスティネーションクラスタとの通信の暗号化を無効にします。

◦ 暗号化を解除して認証を維持するには、+を入力します

cluster peer modify destination_cluster -auth-status-admin use-

authentication -encrypt none

◦ 暗号化と認証を解除するには、+と入力します

cluster peer modify destination_cluster -auth-status no-authentication

4. プロンプトが表示されたら、デスティネーションクラスタで入力したパスフレーズを入力します。

追加情報の参照先

クラスタと SVM のピアリングに関連するタスクの詳細をネットアップのドキュメント
ライブラリで確認できます。

• "ONTAP の概念"

データ保護や転送など、 ONTAP データ管理ソフトウェアの概念について説明します。

• "データ保護"

ONTAP CLI を使用して SnapMirror レプリケーションを実行する方法について説明します。

• https://["ボリュームのディザスタリカバリの準備"]

System Manager を使用して、ディザスタリカバリ用にデスティネーションボリュームを設定する簡単な
方法について説明します。

• https://["ボリュームのディザスタリカバリの準備"]

System Manager を使用して、災害発生後にデスティネーションボリュームをリカバリする簡単な方法に

41

https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/index.html


ついて説明します。

• https://["SnapVault を使用したボリュームのバックアップ"]

System Manager を使用して、ボリューム間の SnapVault 関係を設定する簡単な方法について説明しま
す。

• https://["SnapVault を使用したボリュームリストアの管理"]

System Manager を使用して、 SnapVault 関係の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
する簡単な方法について説明します。

• "SnapLock テクノロジを使用したアーカイブとコンプライアンス"

SnapLock ボリューム内の WORM ファイルをレプリケートする方法について説明します。

CLI によるデータ保護

CLI によるデータ保護の概要

CLI コマンドを使用すると、ローカル ONTAP システムで Snapshot コピーを管理した
り、 SnapMirror を使用してリモートシステムに Snapshot コピーをレプリケートしたり
できます。ディザスタリカバリまたは長期保持用の Snapshot コピーをレプリケートで
きます。

これらの手順は、次の状況で使用します。

• ONTAP のバックアップとリカバリ機能の範囲について理解する必要がある。

• System Manager、自動スクリプトツール、またはではなく、コマンドラインインターフェイス（CLI）を
使用する必要がある https://["SnapCenter ソフトウェア"]。

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタ間およびソース SVM とデスティネーション SVM 間でピ
ア関係を作成済みである。

"クラスタと SVM のピアリング"

• ボリュームまたは SVM を AFF または FAS ストレージシステムから AFF または FAS ストレージシステ
ムにバックアップする。

◦ Element ボリュームを ONTAP にレプリケートする場合や ONTAP LUN を Element システムにレプリ
ケートする場合は、 NetApp Element ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

"NetApp Element ソフトウェアと ONTAP 間のレプリケーション"

◦ ONTAP 9.10.1 以降では、 S3 SnapMirror を使用して S3 バケット間にデータ保護関係を作成できま
す。詳細については、を参照してください "S3 SnapMirror の概要"。

• テープではなくオンライン方式を使用してデータ保護を提供する必要がある。
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ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク 参照先

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

"ミラーとバックアップを準備"

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

"ボリュームのディザスタリカバリの準備の概要"

ローカル Snapshot コピーを管理します

Manage local Snapshot copies の概要

Snapshot コピー _ は、ボリュームの読み取り専用のポイントインタイムイメージです。
イメージには Snapshot コピーが最後に作成されたあとに発生したファイルへの変更だ
けが記録されるため、ストレージスペースは最小限しか消費せず、パフォーマンスのオ
ーバーヘッドもわずかです。

Snapshot コピーを使用すると、ボリュームの内容全体をリストアしたり、個々のファイルや LUN をリカバリ

したりできます。Snapshotコピーはディレクトリに格納されます .snapshot ボリューム上。

ONTAP 9.3 以前では、ボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 255 個です。ONTAP 9.4 以降では、
FlexVol ボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 1023 個です。

ONTAP 9.8 以降、 FlexGroup ボリュームに 1023 個を含めることができます。詳細について
は、を参照してください "Snapshot コピーを使用して FlexGroup ボリュームを保護する"。

カスタム Snapshot ポリシーを設定する

カスタム Snapshot ポリシーの概要の設定

a_Snapshot policy_- Snapshot コピーの作成方法を定義します。このポリシーは、
Snapshot コピーを作成するタイミング、保持するコピーの数、および Snapshot コピー
に名前を付ける方法を指定します。たとえば、毎日午前12時10分に1つのSnapshotコピ
ーを作成し、最新の2つのコピーを保持して、それらのコピーに「毎日」という名前を付

けることができます.timestamp.`"

ボリュームのデフォルトポリシーでは、次のスケジュールで Snapshot コピーが自動的に作成されます。新し
いコピー用のスペースを確保するために、最も古い Snapshot コピーが削除されます。

• 最大 6 つの時間単位 Snapshot コピーが毎時 5 分に作成されます。

• 最大 2 つの日単位 Snapshot コピーが月曜日から土曜日の午前 0 時 10 分に作成されます。

• 最大 2 つの週単位 Snapshot コピーが毎週日曜日の午前 0 時 15 分に作成されます。

ボリュームの作成時に Snapshot ポリシーを指定しなかった場合は、そのボリュームを含む Storage Virtual
Machine （ SVM ）に関連付けられている Snapshot ポリシーが継承されます。
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カスタム Snapshot ポリシーを設定するタイミング

デフォルトの Snapshot ポリシーがボリュームに適していない場合は、 Snapshot コピー
の頻度、保持設定、および名前を変更するカスタムポリシーを設定できます。スケジュ
ールは、主にアクティブファイルシステムの変更率によって決まります。

使用頻度の高いファイルシステムは 1 時間ごとにデータベースのようにバックアップし、ほとんど使用され
ないファイルは 1 日に 1 回バックアップします。データベースであっても、通常は 1 日に 1~2 回フルバック
アップを実行しますが、トランザクションログのバックアップは 1 時間ごとに行います。

その他の要因としては、組織におけるファイルの重要性、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復
旧時点（ RPO ）、および目標復旧時間（ RTO ）があります。通常は、 Snapshot コピーを必要な数だけ保
持してください。

Snapshot ジョブスケジュールを作成

Snapshot ポリシーには、 Snapshot コピーのジョブスケジュールが少なくとも 1 つ必要

です。を使用できます job schedule cron create コマンドを使用してジョブスケ
ジュールを作成します。

このタスクについて

デフォルトでは、 ONTAP が Snapshot コピーの名前を作成する際には、ジョブスケジュール名にタイムスタ
ンプを追加します。

日にちと曜日の両方に値を指定すると、それぞれ個別に判断されます。たとえば、dayが指定されたcronスケ

ジュールなどです Friday 日付を指定します 13 13日の金曜日だけでなく、毎月の毎週金曜日と13日に実行
されます。

ステップ

1. ジョブスケジュールを作成します。

job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week

-day day_of_month -hour hour -minute minute

の場合 -month、 -dayofweek`および `-hour`を指定できます `all 毎月、曜日、および時間ごとに
ジョブを実行します。

ONTAP 9.10.1 以降では、ジョブスケジュールに SVM を追加できます。

job schedule cron create -name job_name -vserver Vserver_name -month month

-dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute

次の例は、という名前のジョブスケジュールを作成します myweekly 土曜日の午前3時に実行されます。

cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek

"Saturday" -hour 3 -minute 0

次の例は、という名前のスケジュールを作成します myweeklymulti 複数の日、時間、分を指定します。

44



job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek

"Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50

Snapshot ポリシーを作成します

Snapshot ポリシーは、 Snapshot コピーを作成するタイミング、保持するコピーの数、
および Snapshot コピーに名前を付ける方法を指定します。たとえば、毎日午前12時10
分に1つのSnapshotコピーを作成し、最新の2つのコピーを保持して、「毎日」という名

前を付けることができます.timestamp.`" Snapshotポリシーには最大5つのジョブスケ
ジュールを含めることができます。

このタスクについて

デフォルトでは、 ONTAP が Snapshot コピーの名前を作成する際には、ジョブスケジュール名にタイムスタ
ンプを追加します。

daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/

daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/

hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/

必要に応じて、プレフィックスをジョブスケジュール名に置き換えることができます。

。 snapmirror-label オプションはSnapMirrorレプリケーション用です。詳細については、を参照してく
ださい "ポリシーのルールを定義する"。

ステップ

1. Snapshot ポリシーを作成します

volume snapshot policy create -vserver SVM -policy policy_name -enabled

true|false -schedule1 schedule1_name -count1 copies_to_retain -prefix1

snapshot_prefix -snapmirror-label1 snapshot_label … -schedule1 schedule5_name

-count5 copies_to_retain-prefix5 snapshot_prefix -snapmirror-label5

snapshot_label

次の例は、という名前のSnapshotポリシーを作成します snap_policy_daily これはAで実行されます

daily スケジュール：このポリシーには最大5つのSnapshotコピーが含まれ、それぞれにという名前が付

けられます daily.timestamp およびSnapMirrorラベル daily：

cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy

snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily

Snapshot コピーリザーブを管理します
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Snapshot コピーリザーブの概要を管理します

Snapshot コピーリザーブは、デフォルトでは 5% です。 Snapshot コピー用にディスク
スペースの割合を確保します。Snapshot コピーでは、 Snapshot コピーリザーブを使い
切るとアクティブファイルシステムのスペースが使用されるため、必要に応じて
Snapshot コピーリザーブを増やします。また、リザーブがフルになると Snapshot コピ
ーを自動削除することもできます。

Snapshot コピーリザーブを増やすタイミング

Snapshot リザーブを増やすかどうかを判断する際に重要なのは、 Snapshot コピーに
は、前回の Snapshot コピー作成後のファイルに対する変更のみが記録されるという点
です。このコピーによってディスクスペースが消費されるのは、アクティブファイルシ
ステムのブロックが変更または削除された場合のみです。

つまり、 Snapshot コピーで使用されるディスクスペース容量を決定する際の重要な要素はファイルシステム
の変更率です。作成する Snapshot コピーの数にかかわらず、アクティブファイルシステムが変更されていな
い場合、 Snapshot コピーはディスクスペースを消費しません。

たとえば、データベーストランザクションログを含む FlexVol ボリュームには、変更率の増加に対応するため
に 20% の Snapshot コピーリザーブが用意されている場合があります。より多くの Snapshot コピーを作成
して、データベースに対するより頻繁な更新をキャプチャするだけでなく、 Snapshot コピーリザーブのサイ
ズを拡張して、 Snapshot コピーが消費する追加のディスクスペースを処理することができます。

Snapshot コピーは、ブロックのコピーではなくブロックへのポインタで構成されています。ポ
インタはブロック上の「要求」と考えることができます。 ONTAP は、その Snapshot コピー
が削除されるまでブロックを保持します。
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保護対象のファイルを削除するとファイルスペースが想定よりも少なくなる可能性があります

Snapshot コピーは、ブロックを使用していたファイルを削除したあともそのブロックを
ポイントします。そのため、 Snapshot コピーリザーブを使い切ると、期待に反した結
果を引き起こす可能性があります。つまり、ファイルシステム全体を削除することで、
ファイルシステムが占有するスペースよりも、使用可能なスペースが少なくなります。

次の例を考えてみましょう。ファイルを削除する前に、を実行します df コマンド出力は次のとおりです。

Filesystem          kbytes  used    avail  capacity

/vol/vol0/          3000000 3000000 0       100%

/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%

ファイルシステム全体を削除してボリュームのSnapshotコピーを作成したら、を実行します df コマンドによ
って次の出力が生成されます。
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Filesystem          kbytes  used    avail  capacity

/vol/vol0/          3000000 2500000 500000   83%

/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%

出力から、削除前の 0.5GB に加えて、アクティブファイルシステムで以前に使用されていた 3GB 全体が
Snapshot コピーによって使用されるようになりました。

Snapshot コピーで使用されるディスクスペースは Snapshot コピーリザーブを超えているため、アクティブ
ファイル用にリザーブされたスペースに 2.5GB の「ピル」がオーバーフローします。想定していた 3GB につ
いては、ファイル用の 0.5GB の空きスペースが残ります。

Snapshot コピーのディスク使用状況を監視します

を使用して、Snapshotコピーのディスク使用状況を監視できます df コマンドを実行し
ますコマンドは、アクティブファイルシステムおよび Snapshot コピーリザーブの空き
スペースの量を表示します。

ステップ

1. Snapshotコピーのディスク使用状況を表示します。 df

次の例は、 Snapshot コピーのディスク使用状況を示しています。

cluster1::> df

Filesystem          kbytes  used    avail  capacity

/vol/vol0/          3000000 3000000 0       100%

/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%

ボリュームで利用可能な Snapshot コピーリザーブを確認します

を使用して、ボリュームで使用可能なSnapshotコピーリザーブの容量を確認できます

snapshot-reserve-available パラメータと volume show コマンドを実行します

ステップ

1. ボリュームで使用可能な Snapshot コピーリザーブを確認します。

vol show -vserver SVM -volume volume -fields snapshot-reserve-available

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、の使用可能なSnapshotコピーリザーブを表示します vol1：
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cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-

available

vserver volume snapshot-reserve-available

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

vs0     vol1   4.84GB

Snapshot コピーリザーブを変更します

Snapshot コピーリザーブのサイズを拡張して、アクティブファイルシステム用にリザー
ブされたスペースが Snapshot コピーによって使用されないようにすることができま
す。Snapshot コピー用のスペースが不要になった場合は、 Snapshot コピーリザーブの
サイズを縮小できます。

ステップ

1. Snapshot コピーリザーブを変更します。

volume modify -vserver SVM -volume volume -percent-snapshot-space snap_reserve

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、のSnapshotコピーリザーブを設定します vol1 10%まで：

cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot

-space 10

Snapshot コピーを自動削除します

を使用できます volume snapshot autodelete modify Snapshotリザーブを超過し
たときにSnapshotコピーの自動削除を実行するコマンド。デフォルトでは、最も古い
Snapshot コピーが最初に削除されます。

このタスクについて

LUN クローンとファイルクローンは、削除する Snapshot コピーがなくなると削除されます。

ステップ

1. Snapshot コピーを自動削除します。

volume snapshot autodelete modify -vserver SVM -volume volume -enabled

true|false -trigger volume|snap_reserve

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、のSnapshotコピーを自動削除します vol1 Snapshotコピーリザーブを使い切ると、次の処理
が実行されます。
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cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1

-enabled true -trigger snap_reserve

Snapshot コピーからファイルをリストア

NFS クライアントまたは SMB クライアント上の Snapshot コピーからファイルをリストアします

NFS クライアントまたは SMB クライアント上のユーザは、 Snapshot コピーからファ
イルを直接リストアできます。ストレージシステム管理者の操作は必要ありません。

ファイルシステム内のすべてのディレクトリには、という名前のサブディレクトリが含まれています

.snapshot NFSユーザとSMBユーザがアクセス可能。。 .snapshot サブディレクトリには、ボリューム
のSnapshotコピーに対応するサブディレクトリが含まれます。

$ ls .snapshot

daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/

daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/

hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/

各サブディレクトリには、 Snapshot コピーが参照するファイルが含まれています。ユーザが誤ってファイル
を削除または上書きした場合、 Snapshot サブディレクトリから読み書き可能なディレクトリにファイルをコ
ピーすることで、親の読み書き可能ディレクトリにファイルをリストアできます。

$ ls my.txt

ls: my.txt: No such file or directory

$ ls .snapshot

daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/

daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/

hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/

$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt

my.txt

$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .

$ ls my.txt

my.txt

Snapshot コピーディレクトリへの NFS および SMB クライアントアクセスを有効または無効にします

SnapshotコピーからファイルまたはLUNをリストアするために、NFSクライアントおよ
びSMBクライアントがSnapshotコピーディレクトリを認識できるかどうかを確認するに
は、を使用してSnapshotコピーディレクトリへのアクセスを有効または無効にします

-snapdir-access のオプション volume modify コマンドを実行します

手順
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1. Snapshot ディレクトリのアクセスステータスを確認します。

volume show -vserver SVM_name -volume vol_name -fields snapdir-access

例

clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access

vserver volume snapdir-access

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

vs0     vol1   false

2. Snapshot コピーのディレクトリアクセスを有効または無効にします。

volume modify -vserver SVM_name -volume vol_name -snapdir-access true|false

次の例は、 vol1 で Snapshot コピーのディレクトリへのアクセスを有効にします。

clus1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -snapdir-access true

Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.

Snapshot コピーから単一のファイルをリストアします

を使用できます volume snapshot restore-file コマンドを使用して、Snapshotコ
ピーから単一ファイルまたはLUNをリストアします。既存のファイルを置き換えない場
合は、読み書き可能な親ボリュームの別の場所にファイルをリストアできます。

このタスクについて

既存の LUN をリストアする場合は、 LUN クローンが作成され、 Snapshot コピーの形でバックアップされま
す。リストア処理中に、 LUN に対して読み書きを実行できます。

デフォルトでは、ストリームを含むファイルがリストアされます。

手順

1. 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、のSnapshotコピーを示しています vol1：
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clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%

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

vs1  vol1   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. Snapshot コピーからファイルをリストアします。

volume snapshot restore-file -vserver SVM -volume volume -snapshot snapshot

-path file_path -restore-path destination_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。

次の例は、ファイルをリストアします myfile.txt：

cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1

-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt

Snapshot コピーからファイルの一部をリストアします

を使用できます volume snapshot partial-restore-file Snapshotコピーか
らLUN、NFSまたはSMBコンテナファイルに一定の範囲のデータをリストアするコマン
ド。データの開始バイトオフセットとバイト数がわかっていることが前提です。このコ
マンドでは、同じ LUN 内に複数のデータベースを格納するホスト上のいずれかのデータ
ベースをリストアできます。

ONTAP 9.12.1以降では、SM-BC関係にあるボリュームで部分リストアを使用できます。

手順

1. 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、のSnapshotコピーを示しています vol1：
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clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%

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

vs1  vol1   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. Snapshot コピーからファイルの一部をリストアします。

volume snapshot partial-restore-file -vserver SVM -volume volume -snapshot

snapshot -path file_path -start-byte starting_byte -byte-count byte_count

開始バイトオフセットとバイト数は 4 、 096 の倍数でなければなりません。

次に、ファイルの最初の4、096バイトをリストアする例を示します myfile.txt：

cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume

vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0

-byte-count 4096

Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアします

を使用できます volume snapshot restore コマンドを使用して、Snapshotコピーか
らボリュームの内容をリストアします。

このタスクについて

ボリュームに SnapMirror 関係が設定されている場合は、 Snapshot コピーからリストアしたあと、すぐにボ
リュームのすべてのミラーコピーを手動でレプリケートします。レプリケートしないと、ミラーコピーを使用
できなくなり、削除および再作成が必要になることがあります。

1. 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

次の例は、のSnapshotコピーを示しています vol1：
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clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%

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

vs1  vol1   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. Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアします。

volume snapshot restore -vserver SVM -volume volume -snapshot snapshot

次の例は、の内容をリストアします vol1：

cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot

daily.2013-01-25_0010

SnapMirror ボリュームのレプリケーション

非同期 SnapMirror ディザスタリカバリの基本

SnapMirror は、地理的に離れたサイトのプライマリストレージからセカンダリストレー
ジへのフェイルオーバー用に設計されたディザスタリカバリテクノロジです。名前が示
すように、 SnapMirror はセカンダリストレージに作業データのレプリカ（ _mirror ）を
作成します。このデータから、プライマリサイトで災害が発生した場合にもデータの提
供を継続できます。

プライマリサイトから引き続きデータを提供できる場合は、必要なデータをプライマリサイトに戻すことがで
きます。ミラーからクライアントを提供することはありません。フェイルオーバーの事例で示すように、ミラ
ーリングされたストレージからデータを効率的に提供するには、セカンダリシステム上のコントローラがプラ
イマリシステム上のコントローラと同じであるか、ほぼ同じである必要があります。

データ保護関係

データのミラーリングはボリュームレベルで行われます。プライマリストレージのソースボリュームとセカン
ダリストレージのデスティネーションボリュームの関係は、 _data 保護関係と呼ばれます。 _ ボリュームが
存在するクラスタと、ボリュームからデータを提供する SVM は _peered になります。 _a ピア関係を設定す
ることで、クラスタと SVM の交換が可能になります データをセキュアに保護

https://["クラスタと SVM のピアリング"]
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次の図は、 SnapMirror データ保護関係を示しています。

データ保護関係の範囲

ボリューム間またはボリュームを所有する SVM 間で直接データ保護関係を作成できます。SVM のデータ保
護関係では、 SVM のすべてまたは一部の設定が NFS エクスポートおよび SMB 共有から RBAC にレプリケ
ートされます。また、 SVM が所有するボリューム内のデータもレプリケートされます。

SnapMirrorは、特殊なデータ保護アプリケーションにも使用できます。

• SVM ルートボリュームの負荷共有ミラーコピーを作成すると、ノードに障害やフェイルオーバーが発生
したときに引き続きデータにアクセスできます。

• SnapLock ボリューム間のデータ保護関係： WORM ファイルをセカンダリストレージにレプリケートで
きます。

"SnapLock テクノロジを使用したアーカイブとコンプライアンス"

• ONTAP 9.13.1以降では、非同期SnapMirrorを使用してを保護できます 整合グループ

SnapMirror データ保護関係を初期化する方法

SnapMirror を初めて起動すると、ソース・ボリュームからデスティネーション・ボリュームへの _ ベースラ
イン転送 _ が実行されます。関係の _SnapMirror ポリシー _ は、ベースラインおよび更新の内容を定義しま
す。

デフォルトのSnapMirrorポリシーに基づくベースライン転送 MirrorAllSnapshots 次の手順を実行しま
す。

• ソースボリュームの Snapshot コピーを作成します。

• 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をデスティネーションボリュームに転
送します。
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• 「アクティブ」ミラーが破損した場合に備えて、ソースボリューム上の最新ではない残りの Snapshot コ
ピーをデスティネーションボリュームに転送します。

SnapMirror データ保護関係を更新する方法

更新は、設定したスケジュールに従って非同期に行われます。保持処理によって、ソース上の Snapshot ポリ
シーがミラーリングされます。

をクリックします MirrorAllSnapshots ポリシーでは、SnapMirrorはソースボリュームのSnapshotコピー
を作成し、そのSnapshotコピーと前回の更新後に作成されたすべてのSnapshotコピーを転送します。をクリ

ックします snapmirror policy show コマンドを使用します MirrorAllSnapshots ポリシーでは、次
の点に注意してください。

• Create Snapshot は「true」で、これを示します MirrorAllSnapshots SnapMirrorによる関係の更新
時にSnapshotコピーが作成されます。

• MirrorAllSnapshots には、「sm_created」および「all_source_snapshots」というルールがありま
す。これは、SnapMirrorが関係を更新するときに、SnapMirrorで作成されたSnapshotコピーと前回の更新
以降に作成されたすべてのSnapshotコピーが転送されることを示します。

cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0

      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots

      SnapMirror Policy Type: async-mirror

                Policy Owner: cluster-admin

                 Tries Limit: 8

           Transfer Priority: normal

   Ignore accesstime Enabled: false

     Transfer Restartability: always

 Network Compression Enabled: false

             Create Snapshot: true

                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring

all snapshots

                              and the latest active file system.

       Total Number of Rules: 2

                  Total Keep: 2

                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn

Schedule Prefix

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

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

                              sm_created              1  false       0 -

-

                              all_source_snapshots    1  false       0 -

-

56



MirrorLatest ポリシー

事前に設定されている MirrorLatest ポリシーはとまったく同じように機能します `MirrorAllSnapshots`た
だし、初期化および更新の際に転送されるのは、SnapMirrorで作成されたSnapshotコピーだけです。

                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn

Schedule Prefix

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

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

                              sm_created              1  false       0 -

-

SnapMirror Synchronous ディザスタリカバリの基本

ONTAP 9.5 以降では、 16GB 以上のメモリを搭載したすべての FAS プラットフォーム
と AFF プラットフォーム、およびすべての ONTAP Select プラットフォームで
SnapMirror Synchronous （ SM-S ）テクノロジがサポートされます。SnapMirror
Synchronous テクノロジは、ノード単位のライセンスされる機能で、ボリュームレベル
の同期データレプリケーションを提供します。

この機能は、データ損失ゼロが求められる金融や医療などの業種で、同期レプリケーションに関する規制や国
の規定に対応します。

SnapMirror Synchronous レプリケーションの HA ペアあたりの最大処理数は、コントローラのモデルによっ
て異なります。

次の表に、プラットフォームの種類とONTAP のリリース別にHAペアで実行できるSnapMirror Synchronous処
理の数を示します。

プラットフォーム ONTAP 9.9.1より前
のリリース

ONTAP 9.9.1 ONTAP 9.10.1 ONTAP
9.11.1\ONTAP
9.12.1

AFF 80 160 200 400

FAS 40 80 80 80

ONTAP Select の場
合

20 40 40 40

サポートされている機能

ONTAP 9.12.1では、AFF / ASAプラットフォームでのみ、ノンストップのSnapMirror Synchronous処理
（NDO）がサポートされます。ノンストップオペレーションをサポートしているため、ダウンタイムをスケ
ジュールせずに、一般的なメンテナンスタスクを多数実行できます。サポートされる処理には、テイクオーバ
ーとギブバック、およびボリュームの移動があります。ただし、1つのノードが2つのクラスタのそれぞれで
稼働している必要があります。
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ONTAP 9.10.1では、次の機能がSnapMirror Synchronousテクノロジでサポートされます。ただし、ソース
とデスティネーションのクラスタのすべてのノードでONTAP 9.10.1が実行されている必要があります。

• NFSv4.2

• NVMe/FC

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous テクノロジは、 NFSv3 、 FC 、および iSCSI の各プロトコ
ルをサポートしており、いずれのネットワークでもレイテンシは 10 ミリ秒以内に抑えられます。

SnapMirror Synchronousでは、階層化ポリシーが「なし」、「Snapshot」、または「自動」であるFabricPool
アグリゲート上のソースボリュームとデスティネーションボリュームがサポートされます。FabricPool アグリ
ゲートのデスティネーションボリュームを「すべて」の階層化ポリシーに設定することはできません。

ONTAP 9.7 の SnapMirror Synchronous テクノロジでは、次の機能がサポートされています。

• 実行時に適切なラベルでSnapshotコピーがタグ付けされている場合、アプリケーションで作成され

たSnapshotコピーのレプリケーション snapshot create SnapMirror Synchronousは、CLIまた
はONTAP APIを使用して、アプリケーションを休止すると、ユーザが作成したSnapshotコピーと外部ス
クリプトで作成したSnapshotコピーの両方をレプリケートします。Snapshot ポリシーを使用して作成さ
れ、スケジュール設定された Snapshot コピーはレプリケートされません。アプリケーションで作成され
たSnapshotコピーのレプリケートの詳細については、ナレッジベースの記事： "アプリケーションで作成
されたSnapshotをSnapMirror Synchronousでレプリケートする方法"。

• FC-NVMe

• LUNクローンとNVMeネームスペースクローンには、アプリケーションで作成されたSnapshotコピーに基
づくLUNクローンもサポートされます。

ONTAP 9.6 の SnapMirror Synchronous テクノロジでは、次の機能がサポートされます。ただし、ソースクラ
スタとデスティネーションクラスタのすべてのノードで ONTAP 9.6 が実行されている場合に限ります。

• SVM DR

◦ SnapMirror Synchronous ソースは SVM DR ソースにすることもできます。たとえば、 SM-S を 1 つ
に、 SVM DR をもう 1 つにしたファンアウト構成などです。

◦ SM-S は DP ソースのカスケードをサポートしていないため、 SnapMirror Synchronous ソースを
SVM DR デスティネーションにすることはできません。デスティネーションクラスタで SVM DR のフ
リップ再同期を実行する前に、同期関係を解放する必要があります。

◦ SVM DR は DP ボリュームのレプリケーションをサポートしていないため、 SnapMirror Synchronous
デスティネーションを SVM DR ソースにすることはできません。同期ソースの再同期を逆に行うと、
SVM DR にデスティネーションクラスタの DP ボリュームが含まれなくなります。

• NFSv4.0 および NFSv4.1

• SMB 2.0 以降

• 混在プロトコルアクセス（NFSv3とSMB）

• SnapMirror Synchronous 関係のプライマリボリュームに対するウィルス対策

• SnapMirror Synchronous関係のプライマリボリュームに対するハードクォータまたはソフトクォータクォ
ータクォータルールはデスティネーションにレプリケートされないため、クォータデータベースはデステ
ィネーションにレプリケートされません。

• SnapMirror Synchronous 関係のプライマリボリュームに対する FPolicy

• SnapMirror Synchronousミラー-ミラーカスケード：SnapMirror Synchronous関係のデスティネーション
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ボリュームからの関係は非同期SnapMirror関係である必要があります。

• NAS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間のタイムスタンプのパリティONTAP 9.5
をONTAP 9.6にアップグレードした場合、タイムスタンプはソースボリューム内の新規または変更された
ファイルについてのみレプリケートされます。ソースボリューム内の既存のファイルのタイムスタンプは
同期されません。

• メタデータ処理頻度の上限の削除

• TLS 1.2 暗号化を使用した機密データ転送時のセキュリティ

• クローンの自動削除

ONTAP 9.13.1以降では、SnapMirror SynchronousでNDMPがサポートされます。SnapMirror Synchronous
でNDMPを使用するには、ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方でONTAP 9.13.1以降が実行
され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 NDMPコピーを使用してデータを転送し
ます。

サポートされない機能です

Synchronous SnapMirror 関係では、次の機能はサポートされません。

• 改ざん防止Snapshotコピー

• 整合グループ

• MetroCluster 構成

• SFMoD

• SFCoD

• VVol

• SANアクセスLUNとNVMeアクセスLUNとNVMeネームスペースの混在は、同じボリュームまたはSVMで
はサポートされていません。

• SnapLock ボリューム

• FlexGroup ボリューム

• FlexCache ボリューム

• SnapRestore

• DP_Optimized （ DPO ）システム

• デスティネーションボリュームでのダンプおよび SMTape を使用したテープバックアップまたはリストア

• ソースボリュームへのテープベースのリストア

• ソースボリュームのしきい値の下限（最小 QoS ）

• ファンアウト構成で確立できる SnapMirror Synchronous 関係は 1 つだけで、ソースボリュームからの残
りの関係はすべて非同期 SnapMirror 関係にする必要があります。

• グローバルスロットル

動作モード

SnapMirror Synchronous には、使用する SnapMirror ポリシーに基づいて 2 つの動作モードがあります。

• * Syncモード* Syncモードでは’アプリケーションI/O処理はプライマリ・ストレージ・システムとセカンダ
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リ・ストレージ・システムに並行して送信されます何らかの理由でセカンダリストレージへの書き込みが
完了しない場合、アプリケーションはプライマリストレージへの書き込みを継続できます。エラー状態が
解消されると、 SnapMirror Synchronous テクノロジは自動的にセカンダリストレージを再同期し、プラ
イマリストレージからセカンダリストレージへの同期モードでのレプリケーションを再開します。Sync
モードでは、セカンダリレプリケーションに障害問題が発生するまで RPO=0 と非常に低い RTO を実現
できます。この場合、 RPO と RTO は不確定になりますが、セカンダリレプリケーションが失敗し、再同
期が完了するまでの時間と同じになります。

• * StrictSyncモード* SnapMirror Synchronousは、必要に応じてStrictSyncモードで実行できます。何らかの
理由でセカンダリストレージへの書き込みが完了しない場合、アプリケーション I/O が失敗し、プライマ
リストレージとセカンダリストレージが同一に保たれます。プライマリへのアプリケーションI/O

は、SnapMirror関係がに戻るまで再開されません InSync ステータス。プライマリストレージで障害が発
生した場合は、フェイルオーバー後にセカンダリストレージでアプリケーション I/O を再開できます。デ
ータ損失は発生しません。StrictSync モードの RPO は常にゼロで、 RTO も非常に低く抑えられます。

関係のステータス

SnapMirror Synchronous関係のステータスは、常ににあります InSync 通常動作中のステータス。何らかの
理由でSnapMirror転送に失敗した場合、デスティネーションはソースと同期されておらず、に移動できます

OutofSync ステータス。

SnapMirror Synchronous関係については、関係のステータスが自動的にチェックされます InSync または

OutofSync）を一定の間隔で入力します。関係のステータスがの場合 OutofSync`ONTAP は自動再同期プ

ロセスを自動的にトリガーして、関係をに戻します `InSync ステータス。再同期が実行されるのは、ソース
またはデスティネーションでの計画外のストレージフェイルオーバーやネットワークの停止などによって転送

に失敗した場合のみです。など、ユーザが開始した処理 snapmirror quiesce および snapmirror

break 自動再同期はトリガーしないでください。

関係のステータスがになる場合 OutofSync StrictSyncモードのSnapMirror Synchronous関係では、プライマ

リボリュームに対するI/O処理がすべて停止されます。。 OutofSync SyncモードでのSnapMirror
Synchronous関係の状態はプライマリへの影響を受けず、プライマリボリュームでI/O処理が許可されます。

関連情報

http://["ネットアップテクニカルレポート4733：『SnapMirror Synchronous config ration and best bests.』"^]

StrictSync ポリシーと Sync ポリシーでサポートされるワークロードについて

StrictSync ポリシーと Sync ポリシーでは、 FC 、 iSCSI 、 FC-NVMe の各プロトコルを
使用した LUN ベースのすべてのアプリケーションに加え、データベース、 VMWare ク
ォータ、 SMB などのエンタープライズアプリケーションについては NFSv3 および
NFSv4 プロトコルもサポートされます。ONTAP 9.6 以降では、 EDA （デザインオート
メーション）、ホームディレクトリ、ソフトウェアビルドワークロードなどのエンター
プライズファイルサービスに SnapMirror Synchronous を使用できます。

ONTAP 9.5 では、 Sync ポリシーで NFSv3 または NFSv4 ワークロードを選択する際、いくつかの重要な側
面について考慮する必要があります。読み取り処理や書き込み処理のワークロードのデータ量については、
Sync ポリシーでは IO ワークロードが高くても対応できるため考慮する必要はありません。ONTAP 9.5 で
は、ファイルの作成、ディレクトリの作成、ファイル権限の変更、ディレクトリ権限の変更などの処理が多い
ワークロード（「メタデータ比率の高いワークロード」と呼ばれます）は適さない場合があります。メタデー
タ比率の高いワークロードの典型的な例としては、複数のテストファイルを作成して自動化の実行後にファイ
ルを削除する DevOps ワークロードがあります。また、コンパイル時に複数の一時ファイルを生成する並列
ビルドワークロードなども含まれます。メタデータの書き込みアクティビティの比率が高いと、ミラー間の原
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因同期を一時的に解除して、クライアントからの読み取りや書き込みの IO が停止することがあります。

ONTAP 9.6 以降ではこれらの制限はなくなり、ホームディレクトリやソフトウェアビルドワークロードなど
のマルチユーザ環境を含むエンタープライズファイルサービスのワークロードに SnapMirror Synchronous を
使用できるようになりました。

関連情報

http://["SnapMirror Synchronous の設定およびベストプラクティス"^]

SnapMirror テクノロジを使用したバックアップのアーカイブ

SnapVault 9.3 以降では、 ONTAP テクノロジの代わりに SnapMirror バックアップポリ
シーが使用されます。標準への準拠およびその他のガバナンス関連の目的で、ディスク
ツーディスクの Snapshot コピーレプリケーションに SnapMirror バックアップポリシー
を使用します。SnapMirror 関係では、通常、ソースボリューム内の Snapshot コピーだ
けがデスティネーションに含まれますが、 SnapVault デスティネーションはより長期間
にわたって作成されたポイントインタイムの Snapshot コピーを保持します。

たとえば、ビジネスに関する政府会計規則に準拠するために、 20 年にわたってデータの月次 Snapshot コピ
ーを保持しなければならない場合があります。SnapVault ストレージからデータを提供する必要はないため、
デスティネーションシステムでは低速かつ低コストのディスクを使用できます。

次の図は、 SnapMirror バックアップデータ保護関係を示しています。

バックアップデータ保護関係を初期化する方法

関係の SnapMirror ポリシーでは、ベースラインおよび更新の内容を定義します。

デフォルトのバックアップポリシーに基づくベースライン転送 XDPDefault ソースボリュームのSnapshotコ
ピーを作成し、そのコピーおよびコピーが参照するデータブロックをデスティネーションボリュームに転送し
ます。SnapMirror 関係とは異なり、バックアップにはベースラインに古い Snapshot コピーは含まれません。
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バックアップデータ保護関係を更新する方法

更新は、設定したスケジュールに従って非同期に行われます。関係のポリシーで定義するルールによって、更
新に含める新しい Snapshot コピーおよび保持するコピーの数が特定されます。ポリシーで定義されているラ
ベル (“`s onty,”) は、ソース上の Snapshot ポリシーで定義されている 1 つ以上のラベルと一致する必要があり
ます。そうしないと、レプリケーションが失敗します。

をクリックします XDPDefault ポリシー：SnapMirrorは、前回の更新後に作成されたSnapshotコピーを転送
します（Snapshotコピーのラベルがポリシールールで定義されたラベルに一致する場合）。をクリックしま

す snapmirror policy show コマンドを使用します XDPDefault ポリシーでは、次の点に注意してくだ
さい。

• Create Snapshot は"`false`"であり、それを示します XDPDefault では、SnapMirrorによる関係の更新
時にSnapshotコピーは作成されません。

• XDPDefault には、「daily」および「weekly」というルールが設定されています。SnapMirrorが関係を更
新するときに、ソース上のラベルが一致するすべてのSnapshotコピーが転送されます。

cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0

      SnapMirror Policy Name: XDPDefault

      SnapMirror Policy Type: vault

                Policy Owner: cluster-admin

                 Tries Limit: 8

           Transfer Priority: normal

   Ignore accesstime Enabled: false

     Transfer Restartability: always

 Network Compression Enabled: false

             Create Snapshot: false

                     Comment: Default policy for XDP relationships with

daily and weekly

                              rules.

       Total Number of Rules: 2

                  Total Keep: 59

                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn

Schedule Prefix

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

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

                              daily                   7  false       0 -

-

                              weekly                 52  false       0 -

-

SnapMirror ユニファイドレプリケーションの基本

SnapMirror_unified replication _ は、同じデスティネーションボリュームでディザスタリ
カバリとアーカイブを設定できます。ユニファイドレプリケーションが適している場合
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は、必要なセカンダリストレージの量を減らし、ベースライン転送の回数を制限して、
ネットワークトラフィックを減らすことができます。

一元化されたデータ保護関係を初期化する方法

SnapMirror と同様に、一元化されたデータ保護機能の初回起動時に、ベースライン転送が実行されます。関
係の SnapMirror ポリシーでは、ベースラインおよび更新の内容を定義します。

デフォルトの一元化されたデータ保護ポリシーに基づくベースライン転送 MirrorAndVault ソースボリュー
ムのSnapshotコピーを作成し、そのコピーおよびコピーが参照するデータブロックをデスティネーションボ
リュームに転送します。バックアップのアーカイブと同様に、一元化されたデータ保護にはベースラインの古
い Snapshot コピーは含まれません。

一元化されたデータ保護関係を更新する方法

をクリックします MirrorAndVault SnapMirrorポリシーでは、ソースボリュームのSnapshotコピーが作成
され、そのSnapshotコピーと前回の更新後に作成されたすべてのSnapshotコピーが転送されます（Snapshot

ポリシーのルールで定義されたラベルに一致するラベルがある場合）。をクリックします snapmirror

policy show コマンドを使用します MirrorAndVault ポリシーでは、次の点に注意してください。

• Create Snapshot は「true」で、これを示します MirrorAndVault SnapMirrorによる関係の更新時
にSnapshotコピーが作成されます。

• MirrorAndVault には、「sm_created」、「daily」、および「weekly」というルールが設定されていま
す。SnapMirrorが関係を更新するときに、SnapMirrorで作成されたSnapshotコピーと、ソース上のラベル
が一致するSnapshotコピーの両方が転送されることを示します。
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cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0

      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault

      SnapMirror Policy Type: mirror-vault

                Policy Owner: cluster-admin

                 Tries Limit: 8

           Transfer Priority: normal

   Ignore accesstime Enabled: false

     Transfer Restartability: always

 Network Compression Enabled: false

             Create Snapshot: true

                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and

SnapVault policy for

                              mirroring the latest file system and daily

and weekly snapshots.

       Total Number of Rules: 3

                  Total Keep: 59

                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn

Schedule Prefix

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

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

                              sm_created              1  false       0 -

-

                              daily                   7  false       0 -

-

                              weekly                 52  false       0 -

-

Unified7year ポリシー

事前に設定されている Unified7year ポリシーはとまったく同じように機能します `MirrorAndVault`ただ
し、4番目のルールでは、月次Snapshotコピーを転送して7年間保持します。
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                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn

Schedule Prefix

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

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

                              sm_created              1  false       0 -

-

                              daily                   7  false       0 -

-

                              weekly                 52  false       0 -

-

                              monthly                84  false       0 -

-

データ破損の可能性をなくします

ユニファイドレプリケーションは、ベースライン転送の内容を、初期化時に SnapMirror で作成された
Snapshot コピーに制限します。各更新で、 SnapMirror はソースの Snapshot コピーをもう 1 つ作成して、そ
の Snapshot コピーおよび Snapshot ポリシーのルールで定義されたラベルと一致するラベルを持つ新しいす
べての Snapshot コピーを転送します。

最後に転送された Snapshot コピーのコピーをデスティネーションで作成することにより、更新した
Snapshot コピーが破損する可能性を防ぐことができます。この「ローカル・コピー」はソース上の保持ルー
ルに関係なく保持されるため、元は SnapMirror によって転送された Snapshot がソースで使用できなくなっ
た場合でも、そのコピーをデスティネーションで使用できます。

ユニファイドデータレプリケーションを使用する状況

完全なミラーリングを維持するメリットと、セカンダリストレージの量を削減し、ベースライン転送の数を減
らし、ネットワークトラフィックを減らすユニファイドレプリケーションのメリットをどちらかと比較する必
要があります。

ユニファイドレプリケーションの妥当性を判断する際の重要な要素は、アクティブファイルシステムの変更率
です。たとえば、データベーストランザクションログの時間単位 Snapshot コピーを保持するボリュームに
は、従来のミラーの方が適している場合があります。

XDP は、 DP を SnapMirror のデフォルトとして置き換えます

ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror 拡張データ保護（ XDP ）モードが SnapMirror デー
タ保護（ DP ）モードに代わって SnapMirror のデフォルトになりました。

ONTAP 9.12.1 ONTAP 以降のリリースにアップグレードする前に、既存のDPタイプの関係をXDP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 DP タイプの関係を XDP に変換します"。

ONTAP 9.3 までは、 DP モードで起動する SnapMirror と XDP モードで起動する SnapMirror は異なるレプリ
ケーションエンジンを使用しており、バージョン依存性に対するアプローチも異なります。

• DP モードで起動する SnapMirror では、プライマリストレージとセカンダリストレージの ONTAP バージ
ョンを同じにする必要がある、バージョンに依存するレプリケーションエンジンを使用していました。
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cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination

-path ...

• XDP モードで起動する SnapMirror では、バージョンに依存しないレプリケーションエンジンを使用して
いました。そのため、プライマリストレージとセカンダリストレージの ONTAP バージョンが異なってい
てもかまいませんでした。

cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...

-destination-path ...

パフォーマンスの向上に伴い、レプリケーションスループットではバージョンに依存するモードの方がわずか
に優れてはいるものの、バージョンに依存しない SnapMirror の方がはるかに大きなメリットが得られます。
そのため、 ONTAP 9.3 以降では XDP モードが新しいデフォルト値となり、コマンドラインまたは新規 / 既存
のスクリプトにおける DP モードの起動は自動的に XDP モードに変換されます。

既存の関係には影響しません。DP タイプの既存の関係は引き続き DP タイプになります。ONTAP 9.5 以降で
は、データ保護モードを指定しなかった場合、および XDP モードを関係のタイプとして指定した場合、デフ
ォルトポリシーが MirrorAndVault に変更になりました。次の表は、想定される動作を示しています。

指定するモード タイプ デフォルトポリシー（ポリシーを
指定しない場合）

DP XDP MirrorAllSnapshots （ SnapMirror
DR ）

なし XDP MirrorAndVault （ユニファイドレ
プリケーション）

XDP XDP MirrorAndVault （ユニファイドレ
プリケーション）

次の表に示すように、それぞれの状況で XDP に割り当てられるデフォルトポリシーでは、変換後も古いタイ
プと同等の機能が保証されます。もちろん、ユニファイドレプリケーションのポリシーなど、必要に応じて異
なるポリシーを使用することもできます。

指定するモード ポリシー 結果

DP MirrorAllSnapshots SnapMirror DR

XDPDefault SnapVault MirrorAndVault の場合

ユニファイドレプリケーション XDP MirrorAllSnapshots

SnapMirror DR XDPDefault SnapVault
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変換の唯一の例外は次のとおりです。

• ONTAP 9.3 以前の SVM データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。

ONTAP 9.4 以降では、 SVM データ保護関係のデフォルトが XDP モードに変更されました。

• ルートボリュームの負荷共有データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。

• ONTAP 9.4 以前の SnapLock データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。

ONTAP 9.5 以降では、 SnapLock データ保護関係のデフォルトが XDP モードに変更されました。

• 次のクラスタ全体のオプションを設定した場合、 DP を明示的に指定した場合のデフォルトは引き続き
DP モードです。

options replication.create_data_protection_rels.enable on

DP を明示的に指定しない場合、このオプションは無視されます。

デスティネーションボリュームが自動的に拡張される状況

ソースボリュームのサイズが増大していた場合、デスティネーションボリュームを含む
アグリゲートに空きスペースがあれば、データ保護ミラー転送の実行時にデスティネー
ションボリュームのサイズが自動的に拡張されます。

この処理は、デスティネーションの自動拡張の設定には関係なく行われます。ボリューム ONTAP の拡張量を
制限したり拡張処理を禁止したりすることはできません。

データ保護ボリュームは、デフォルトでに設定されます grow_shrink オートサイズモード。使用済みスペ
ースの量に応じてボリュームを拡張または縮小できます。データ保護ボリュームの max-autosize は、 FlexVol
の最大サイズと同じで、プラットフォームごとに異なります。例：

• FAS2220 、デフォルトの DP ボリュームの max-autosize = 60TB

• FAS6240 、デフォルトの DP ボリューム max-autosize = 70TB

• FAS8200 のデフォルトの DP ボリューム最大オートサイズは 100TB です

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

ファンアウト構成およびカスケード構成のデータ保護

a_fan-out_deployment を使用すると、データ保護を複数のセカンダリシステムに拡張で
きます。a_cascade _deployment を使用して、データ保護を 3 次システムに拡張できま
す。

ファンアウトとカスケードのどちらの構成でも、 SnapMirror DR 、 SnapVault 、ユニファイドレプリケーシ
ョンを任意に組み合わせることができます。ただし、 SnapMirror Synchronous 関係（ ONTAP 9.5 以降でサ
ポート）では非同期 SnapMirror 関係を使用したファンアウト構成のみがサポートされ、カスケード構成はサ
ポートされません。ファンアウト構成で確立できる SnapMirror Synchronous 関係は 1 つだけで、ソースボリ
ュームからの残りの関係はすべて非同期 SnapMirror 関係にする必要があります。 SnapMirror によるビジネス
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継続性 （ ONTAP 9.8 以降でサポート）では、ファンアウト構成もサポートされています。

ファンイン導入を使用すると、複数のプライマリシステムと単一のセカンダリシステムの間に
データ保護関係を作成できます。各関係では、セカンダリシステム上の異なるボリュームを使
用する必要があります。

ファンアウト構成またはカスケード構成に含まれているボリュームの再同期には時間がかかる
可能性があることに注意してください。長時間にわたってステータスが「 preparing 」と報告
されている SnapMirror 関係が表示されることは珍しくありません。

ファンアウト構成の仕組み

SnapMirror は、 _ multiple-mirrors _ および _ mirror -vault_fan-out 構成をサポートします。

複数ミラーファンアウト構成では、ソースボリュームから複数のセカンダリボリュームへのミラー関係が確立
されます。

ミラー - ヴォールトファンアウト構成では、ソースボリュームからセカンダリボリュームへのミラー関係と、
別のセカンダリボリュームへの SnapVault 関係が確立されます。
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ONTAP 9.5 以降では、ファンアウト構成で SnapMirror Synchronous 関係を確立できます。ただし、ファンア
ウト構成で確立できる SnapMirror Synchronous 関係は 1 つだけで、ソースボリュームからの残りの関係はす
べて非同期 SnapMirror 関係にする必要があります。

カスケード構成の仕組み

SnapMirror は、 _ mirror - 、 _ mirror - vault_ 、 vault - mirror 、 _vault-vault-cascade の構成をサポートして
います。

ミラー - ミラーカスケード構成の関係のチェーンでは、ソースボリュームがセカンダリボリュームにミラーリ
ングされ、そのセカンダリボリュームが 3 番目のボリュームにミラーリングされます。セカンダリボリュー
ムが使用できなくなった場合は、プライマリボリュームと 3 番目のボリュームの間の関係を同期できます。
ベースライン転送を新たに実行する必要はありません。

ONTAP 9.6 以降では、ミラー - ミラーカスケード構成で SnapMirror Synchronous 関係がサポートされま
す。SnapMirror Synchronous 関係に含めることができるのは、プライマリボリュームとセカンダリボリュー
ムだけです。セカンダリボリュームと 3 番目のボリュームの関係は非同期でなければなりません。

ミラー - ヴォールトカスケード構成の関係のチェーンでは、ソースボリュームがセカンダリボリュームにミラ
ーリングされ、そのセカンダリボリュームが 3 番目のボリュームに保存されます。
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ヴォールト - ミラー、 ONTAP 9.2 以降では、ヴォールト - ヴォールトカスケード構成もサポートされます。

• ヴォールト - ミラーカスケード構成の関係のチェーンでは、ソースボリュームがセカンダリボリュームに
保存され、そのセカンダリボリュームが 3 番目のボリュームにミラーリングされます。

• （ ONTAP 9.2 以降）ヴォールト - ヴォールトカスケード構成の関係のチェーンでは、ソースボリューム
がセカンダリボリュームに保存され、そのセカンダリボリュームが 3 番目のボリュームに保存されます。

詳細はこちら

• SM-BC を使用したファンアウト構成で保護を再開します

SnapMirror ライセンス

SnapMirror のライセンスの概要

ONTAP 9.3 以降では、 ONTAP インスタンス間のレプリケーションが簡易化されていま
す。ONTAP 9 リリースでは、 SnapMirror ライセンスでバックアップ関係とミラー関係
の両方がサポートされます。バックアップとディザスタリカバリどちらのユースケース
でも ONTAP レプリケーションをサポートする SnapMirror ライセンスを購入できるよう
になりました。

ONTAP 9.3 よりも前のリリースでは、 2 つのライセンスを使用して異なるレプリケーション事例をサポート
していました。ONTAP インスタンス間に vault _ 関係を設定するには、 SnapVault ライセンスが必要でし
た。この場合、保持期限が長くなるバックアップユースケースに対応するために、 DP インスタンスで保持で
きる Snapshot コピーの数が多くなります。ONTAP インスタンス間に SnapMirror ライセンスを設定し、クラ
スタフェイルオーバーが可能なディザスタリカバリのユースケースに備えて、各 ONTAP インスタンスで保持
する Snapshot コピーの数（つまり、 _mirror_image ）を同じにする必要がありました。SnapMirror と
SnapVault のライセンスは、どちらも ONTAP 8.x および 9.x リリースで引き続き使用およびサポートされま
す。

SnapVault ライセンスは引き続き機能し、 ONTAP 8.x リリースと 9.x リリースの両方でサポートされます
が、現在は販売されていません。SnapMirror ライセンスは引き続き使用でき、 SnapVault の代わりに使用で
き、ミラーとバックアップ構成に使用できます。

ONTAP 非同期レプリケーションでは、 ONTAP 9.3 以降、単一のユニファイドレプリケーションエンジンを
使用して拡張データ保護モード（ XDP ）ポリシーを設定します。このポリシーでは、ミラーポリシー、バッ
クアップポリシー、またはミラーバックアップポリシーに対して SnapMirror ライセンスを設定できます。ソ
ースとデスティネーションの両方のクラスタに SnapMirror ライセンスが必要です。SnapVault ライセンス
は、すでにインストールされている場合は必要ありません。SnapMirrorの非同期永続ライセンスは、ONTAP
クラスタ用に購入できるデータ保護バンドルに含まれています。データ保護バンドルの価格はクラスタの物理
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容量に基づきます。

データ保護構成の上限は、 ONTAP のバージョン、ハードウェアプラットフォーム、インストールされている
ライセンスなど、いくつかの要因で決まります。詳細については、を参照してください https://["Hardware
Universe"^]。

SnapMirror Synchronous ライセンス

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous 関係がサポートされます。SnapMirror Synchronous 関係を
作成するには、次のライセンスが必要です。

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方に SnapMirror Synchronous ライセンスが必要で
す。

SnapMirror Synchronous ライセンスは、 Premium Bundle または Data Protection Bundle のどちらかで有
効にします。

Premium Bundle または Flash Bundle の 2019 年 6 月より前に購入したシステムの場合、ネットアップマ
スターキーをダウンロードして、必要な SnapMirror Synchronous ライセンスをNetApp Support Siteから
入手できます。 https://["マスターライセンスキー"]

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方に SnapMirror ライセンスが必要です。

SnapMirror Cloud ライセンス

ONTAP 9.8 以降では、 SnapMirror クラウドライセンスにより、 ONTAP インスタンスからオブジェクトスト
レージエンドポイントへの Snapshot コピーの非同期レプリケーションが可能になりました。レプリケーショ
ンターゲットは、オンプレミスのオブジェクトストアと、 S3 および S3 と互換性のあるパブリッククラウド
のオブジェクトストレージサービスの両方を使用して設定できます。SnapMirror クラウド関係は、 ONTAP
システムから、事前修飾されたオブジェクトストレージターゲットへとサポートされます。ONTAP 9.8 で承
認されているオブジェクトストレージターゲットには、 ONTAP S3 、 StorageGRID 、 AWS S3 標準、 S3 標
準 -IA 、および S3 1 ゾーン -IA 、 Microsoft Azure Blob Premium 、ホットおよびクール、 GCP 標準およびニ
アラインストレージがあります。

SnapMirror Cloud はスタンドアロンライセンスとしては提供されておらず、 Hybrid Cloud Bundle の購入時に
のみ提供されます。Hybrid Cloud Bundleは、容量に基づいて料金が設定されたタームベースのサブスクリプ
ションライセンスです。ONTAP クラスタごとに必要なライセンスは1つだけです。容量は、SnapMirrorクラ
ウドによって保護されているどのボリュームでも、（物理容量ではなく）「使用済み」容量として定義されま
す。ユーザは、SnapMirror Cloudでバックアップするクラスタ上のボリュームの合計使用容量に基づいてこの
ライセンスを購入します。2021年10月時点で、Hybrid Cloud BundleにはSnapMirrorクラウドライセンスのみ
が含まれています（以前のHybrid Cloud BundleにはFabricPool ライセンスが含まれており、2021年10月に発
効するバンドルから削除されました）。SnapMirror Cloudに加えて、非同期SnapMirrorライセンスも必要で
す。このライセンスは、Data Protection Bundleの購入によってのみ利用できます。

SnapMirror クラウド関係を作成するには、次のライセンスが必要です。

• オブジェクトストアエンドポイントに直接レプリケートするには、SnapMirrorライセンス（Data
Protection BundleまたはPremium Bundleから購入）とSnapMirror Cloudライセンス（Hybrid Cloud Bundle
から購入）の両方が必要です。

• マルチポリシーレプリケーションワークフロー（ディスクツーディスクツークラウドなど）を設定する場
合は、すべての ONTAP インスタンスに SnapMirror ライセンスが必要です。一方、 SnapMirror クラウド
ライセンスが必要なのは、オブジェクトストレージエンドポイントに直接レプリケートするソースクラス
タだけです。
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SnapMirror クラウドは、ネットアップまたはネットアップの認定代理店パートナーから購入できるエンドユ
ーザライセンスです。SnapMirror クラウドライセンスではエンドユーザが使用できますが、オブジェクトス
トレージへの非同期 ONTAP のレプリケーションは有効になりません。ONTAP API for SnapMirror Cloud を呼
び出すには、許可されたアプリケーションから一意の API キーが必要です。SnapMirror Cloud レプリケーシ
ョンのオーケストレーションに使用される、許可およびライセンスが付与されたアプリケーションには
System Manager が含まれています。また、複数のサードパーティ製アプリケーションプロバイダからも使用
できます。これらの許可されたアプリケーションには、 ONTAP API を呼び出すための固有の API キーが組み
込まれています。SnapMirror クラウドレプリケーションをオーケストレーションして有効にするには、
SnapMirror クラウドのエンドユーザライセンスと、許可されたサードパーティのバックアップアプリケーシ
ョンを組み合わせて使用する必要があります。

ONTAP 9.9.1以降では、SnapMirror CloudレプリケーションにSystem Managerを使用できます。詳細につい
ては、を参照してください https://["クラウドへのバックアップ"]。

SnapMirror Cloud のサードパーティ製アプリケーションの許可を受けた一覧は、ネットアップの Web サイト
で公開されています。

Data Protection Optimized（DPO）

ONTAP 9.1 以降では、新しい ONTAP データ保護機能が解決策バンドルと呼ばれる に含まれるようになりま
した。この新しいハードウェアおよびソフトウェアバンドルには、セカンダリワークロードに独自の ONTAP
機能を提供した新しい DP_Optimized （ DPO ）ライセンスが含まれています。ONTAP 9.3 の導入に伴い、
DPO ライセンスでノードあたりのボリューム数が 1 、 000 から 1 、 500 に増えました。ONTAP 9.3 で導入
された今回のリリースでは、 FAS2620 の構成に基づいてデータ保護バンドルの構成が新しくなりました。

DPO ライセンスは、 SnapMirror レプリケーションのセカンダリターゲットとして使用される ONTAP クラス
タ専用に設計されたライセンスです。DPO コントローラのノードあたりの最大ボリューム数の増加に加え
て、 DPO ライセンスは、アプリケーション I/O を犠牲にしてレプリケーショントラフィックの増加をサポー
トするために、コントローラの QoS 設定も変更しましたこのため、アプリケーションのパフォーマンスに影
響が出る可能性があるため、 DPO ライセンスをアプリケーション I/O をサポートするクラスタにインストー
ルしないでください。FAS8200 と FAS2620 に基づくデータ保護バンドルは、解決策として提供され、お客様
の環境に基づくプログラム可能な無償ライセンスが付属しています。解決策バンドルを購入すると、 DPO セ
カンダリにレプリケートされた一部の古いクラスタの SnapMirror の空きライセンスが提供されます。Data
Protection 解決策クラスタには DPO ライセンスが必要ですが、次のプラットフォームリストのプライマリク
ラスタには無料の SnapMirror ライセンスが提供されます。このリストに含まれていないプライマリクラスタ
には、 SnapMirror ライセンスを購入する必要があります。DPOハードウェアとソフトウェアのバンドル
は、FAS2620とFAS8200の両方のシステムに基づいています。これらはEOAステータスであり、現在は提供
されていません。

• FAS2200 シリーズ

• FAS3000 シリーズ

• FAS6000 シリーズ

• FAS8000 シリーズ

Data Protection Optimized （ DPO ）ライセンス

ONTAP 9.1 および 9.3 で導入されたデータ保護ハードウェアとソフトウェアの解決策バンドルは、 FAS8200
と FAS2620 のみを基盤としています。これらのプラットフォームが成熟し、新しいプラットフォームが登場
したことで、セカンダリレプリケーションのユースケースで ONTAP 機能をサポートするようになったので
す。その結果、ONTAP 9.5リリースでは、2018年11月に新しいスタンドアロンのDPOライセンスが導入され
ました。
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スタンドアロンの DPO ライセンスは、 FAS と AFF の両方のプラットフォームでサポートされており、新
規クラスタが設定されているか、現場でソフトウェアアップグレードとして導入済みのクラスタに追加された
時点で購入できます。これらの新しいDPOライセンスはハードウェアとソフトウェアの解決策 バンドルに含
まれていないため、低価格であり、プライマリクラスタの無料のSnapMirrorライセンスは提供されませんでし
た。DPO ライセンスで個別に設定されたセカンダリクラスタでも SnapMirror ライセンスを購入する必要があ
り、 DPO セカンダリクラスタにレプリケートするすべてのプライマリクラスタで SnapMirror ライセンスを
購入する必要があります。

DPO は、複数の ONTAP リリースで ONTAP の追加機能が提供されています。

フィーチャー（
Feature ）

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7+

ノードあたりの
最大ボリューム
数

1 、 500 1 、 500 1 、 500 1500/2500 1500/2500

最大同時実行
repl セッション
数

100 200 200 200 200

ワークロードバ
イアス *

クライアントア
プリケーション

APPS/SM SnapMirror SnapMirror SnapMirror

HDD のボリュー
ム間でのアグリ
ゲート重複排除

いいえ はい。 はい。 はい。 はい。

• SnapMirror バックオフ（ワークロードバイアス）機能の優先度に関する詳細：

• クライアント：クラスタの I/O 優先度は、 SnapMirror トラフィックではなく、クライアントのワークロ
ード（本番アプリケーション）に設定されます。

• 同等の機能： SnapMirror レプリケーション要求は、本番アプリケーションの I/O と同じ優先度がありま
す。

• SnapMirror ：すべての SnapMirror I/O 要求は、本番アプリケーションの I/O よりも優先されます。

• 表 1 ：各 ONTAP リリースのノードあたりの FlexVol の最大数 *

DPO なしで
9.3 ~ 9.5

DPO で 9.3 ~
9.5

DPO なしで
9.6

DPO で 9.6 9.7 — DPO な
しで 9.9.1

DPO で 9.7 ～
9.9.1

FAS2620 1000 1 、 500 1000 1 、 500 1000 1 、 500

FAS2650 1000 1 、 500 1000 1 、 500 1000 1 、 500

FAS2720 1000 1 、 500 1000 1 、 500 1000 1 、 500

FAS2750 1000 1 、 500 1000 1 、 500 1000 1 、 500
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A200 1000 1 、 500 1000 1 、 500 1000 1 、 500

A220 1000 1 、 500 1000 1 、 500 1000 1 、 500

FAS8200/830
0

1000 1 、 500 1000 2500 1000 2500

A300 の比較 1000 1 、 500 1000 2500 2500 2500

A400 1000 1 、 500 1000 2500 2500 2500

FAS8700/900
0 の場合

1000 1 、 500 1000 2500 1000 2500

A700 1000 1 、 500 1000 2500 2500 2500

A700s 1000 1 、 500 1000 2500 2500 2500

A800 1000 1 、 500 1000 2500 2500 2500

ご使用の構成でサポートされる FlexVol の最大数については、を参照してください https://["Hardware
Universe"^]。

DPO のすべての新規インストールに関する考慮事項

• DPO ライセンスを有効にしたあとは、無効にしたり元に戻したりすることはできません。

• DPO ライセンスをインストールするには、 ONTAP の再ブートまたはフェイルオーバーが必要です。

• DPO 解決策はセカンダリストレージのワークロード用であり、 DPO クラスタのアプリケーションワーク
ロードのパフォーマンスに影響する可能性があります

• DPO ライセンスは、ネットアップストレージプラットフォームモデルの選択リストでサポートされま
す。

• DPO の機能は ONTAP のリリースによって異なります。詳細については、互換性の表を参照してくださ
い。

• 新しいFAS システムおよびAFF システムはDPOでは認定されていません。DPOライセンスは、上記以外
のクラスタでは購入できません。

SnapMirror Cloud ライセンスをインストール

ONTAP 9.8 以降では、 ONTAP からオブジェクトストレージエンドポイントへの非同期
Snapshot レプリケーションが可能になりました。SnapMirror クラウド関係は、事前に
認定されたサードパーティのバックアップアプリケーションを使用してのみ設定できま
す。オブジェクトストレージへの ONTAP のレプリケーションを設定するには、オブジ
ェクトストアエンドポイントへのレプリケーションが設定された ONTAP ソースクラス
タで SnapMirror と SnapMirror の両方のクラウドライセンスが必要です。
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このタスクについて

SnapMirror クラウドライセンスは、シングルインスタンスのクラスタ全体のライセンスです。つまり、クラ
スタ内のすべてのノードにインストールする必要はありません。これは、期間とバックアップ容量の両方が適
用される、タームベースライセンスです。このエンドユーザライセンスに加えて、 SnapMirror クラウドでレ
プリケーション用の ONTAP API を設定して呼び出すためには、許可された承認済みのバックアップアプリケ
ーションが必要です。SnapMirror クラウドレプリケーションを利用するには、 SnapMirror クラウドのエンド
ユーザライセンスと許可されたアプリケーションの両方が必要です。

SnapMirror Cloud のライセンスは Hybrid Cloud Bundle の購入によって取得されます。 1 年または 3 年契約で
購入し、 1TB 単位で購入できます。Hybrid Cloud Bundle には、 SnapMirror Cloud のライセンスが含まれて
います。各ライセンスには固有のシリアル番号があります。Hybrid Cloud Bundle の購入は容量がベースで、
Hybrid Cloud Bundle の購入容量が SnapMirror Cloud ライセンスに適用されます。

SnapMirror クラウドライセンスは、 ONTAP コマンドラインまたは System Manager を使用してクラスタに
インストールできます。

手順

1. NetApp Support Siteから SnapMirror クラウド用のネットアップライセンスファイル（ NLF ）を 2 つダウ
ンロードします。

https://["ネットアップサポート"]

2. System Manager を使用して、 SnapMirror Cloud NLF ファイルをクラスタにアップロードします。

a. [* 構成 > ライセンス *] をクリックします。

b. [* Cluster Settings （クラスタ設定） ] ペインで、 [* Licenses （ライセンス） ] をクリックします。

c. [ * パッケージ * ] ウィンドウで、 [ * 追加 ] をクリックします。

d. [ * ライセンスパッケージの追加 * ] ダイアログボックスで、 [ * ファイルの選択 * ] をクリックしてダ
ウンロードした NLF を選択し、 [ * 追加 * ] をクリックしてファイルをクラスタにアップロードしま
す。

関連情報

http://["ネットアップソフトウェアライセンスの検索"]

DPO システムの機能拡張

ONTAP 9.6 以降では、 DP_Optimized （ DPO ）ライセンスをインストールすると、サ
ポートされる FlexVol の最大数が増加します。ONTAP 9.4 以降では、 DPO ライセンス
のあるシステムで SnapMirror バックオフ、ボリューム間のバックグラウンド重複排除、
ボリューム間のインライン重複排除、ドナーとしての Snapshot ブロックの使用、およ
びコンパクションがサポートされます。

ONTAP 9.6 以降では、セカンダリシステムまたはデータ保護システムでサポートされる FlexVol の最大数が
増加し、 FlexVol ボリュームをノードあたり最大 2 、 500 個まで、フェイルオーバーモードでは最大 5 、
000 個まで拡張できるようになりました。FlexVol ボリュームの増加は、 DP_Optimized （ DPO ）ライセン
スで有効になります。この場合も、ソースとデスティネーションの両方のノードに SnapMirror ライセンスが
必要です。

ONTAP 9.4 以降では、 DPO システムの次の機能が強化されています。
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• SnapMirror バックオフ： DPO システムでは、レプリケーショントラフィックにクライアントのワークロ
ードと同じ優先度が与えられます。

DPO システムでは、 SnapMirror バックオフはデフォルトでは無効になります。

• ボリュームのバックグラウンド重複排除とボリューム間のバックグラウンド重複排除： DPO システムで
は、ボリュームのバックグラウンド重複排除とボリューム間のバックグラウンド重複排除が有効になりま
す。

を実行できます storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start -aggregate

aggregate_name -scan-old-data true コマンドを使用して既存データを重複排除します。パフォ
ーマンスへの影響を少なくするために、このコマンドはピーク時を避けて実行することを推奨します。

• Snapshot ブロックをドナーとして使用して削減効果を向上：アクティブなファイルシステムでは使用で
きないが Snapshot コピーに含まれるデータブロックをボリューム重複排除のドナーとして使用します。

Snapshot コピーに含まれるデータと照合して新しいデータを重複排除することができるため、結果とし
て Snapshot ブロックが共有されることになります。ドナースペースが多いほど削減効果が高まり、特に
ボリュームに多数の Snapshot コピーがある場合に効果的です。

• コンパクション： DPO システムでは、データコンパクションはデフォルトで有効になります。

SnapMirror ボリュームレプリケーションを管理します

SnapMirror レプリケーションのワークフロー

SnapMirror には、 SnapMirror DR 、アーカイブ（旧 SnapVault ）、ユニファイドレプリ
ケーションの 3 種類のデータ保護関係があります。各タイプの関係は、同じ基本的なワ
ークフローに従って設定できます。

ONTAP 9.9.1の一般提供開始以降、SnapMirrorビジネス継続性（SM-BC）では、目標復旧時間ゼロ（ゼ
ロRTO）または透過的アプリケーションフェイルオーバー（TAF）が提供され、SAN環境でビジネスクリティ
カルなアプリケーションを自動的にフェイルオーバーできます。SM-BC は、 2 つの AFF クラスタまたは 2
つの All SAN Array （ ASA ）クラスタの構成でサポートされます。

https://["ネットアップのマニュアル： SnapMirror Business Continuity"]

SnapMirror データ保護関係のタイプごとに、ワークフローは同じです。デスティネーションボリュームの作
成、ジョブスケジュールの作成、ポリシーの指定、関係の作成と初期化を行います。

ONTAP 9.3以降では、を使用できます snapmirror protect コマンドを使用してデータ保護関係をワンス
テップで設定できます。を使用する場合でも同様です `snapmirror protect`では、ワークフローの各手順を理解
しておく必要があります。
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レプリケーション関係をワンステップで設定します

ONTAP 9.3以降では、を使用できます snapmirror protect コマンドを使用してデー
タ保護関係をワンステップで設定できます。レプリケートするボリュームのリスト、デ
スティネーションクラスタ上の SVM 、ジョブスケジュール、および SnapMirror ポリシ

ーを指定します。 snapmirror protect 残りの処理を実行します。

必要なもの

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要がありま
す。

https://["クラスタと SVM のピアリング"]

• デスティネーションボリューム上の言語は、ソースボリューム上の言語と同じである必要があります。
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このタスクについて

。 snapmirror protect コマンドは、指定したSVMに関連付けられているアグリゲートを選択しま
す。SVM にアグリゲートが関連付けられていない場合は、クラスタ内のすべてのアグリゲートから選択され
ます。アグリゲートの選択は、空きスペースの量とアグリゲート上のボリュームの数に基づいて行われます。

。 snapmirror protect コマンドは次の手順を実行します。

• レプリケートするボリュームのリスト内の各ボリュームについて、適切なタイプとリザーブされたスペー
スを持つデスティネーションボリュームを作成します。

• 指定したポリシーに適したレプリケーション関係を設定します。

• 関係を初期化します。

デスティネーションボリュームの名前は、の形式になります source_volume_name_dst。既存の名前と競
合する場合は、コマンドによってボリューム名に数字が追加されます。コマンドオプションでは、プレフィッ

クスまたはサフィックスを指定できます。サフィックスは、システムが指定したものを置き換えます dst サ
フィックス。

ONTAP 9.3 以前では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 251 個で
す。ONTAP 9.4 以降では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 1019 個で
す。

初期化には時間がかかる場合があります。 snapmirror protect では、初期化が完了してか

らジョブが終了するまで待機しません。そのため、を使用する必要があります snapmirror

show コマンドを使用してください job show 初期化がいつ完了したかを確認するコマンド。

ONTAP 9.5以降では、を使用してSnapMirror Synchronous関係を作成できます snapmirror protect コマ
ンドを実行します

ステップ

1. レプリケーション関係をワンステップで作成して初期化します。

snapmirror protect -path-list SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -destination

-vserver destination_SVM -policy policy -schedule schedule -auto-initialize

true|false -destination-volume-prefix prefix -destination-volume-suffix suffix

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。。 -auto-initialize オプションのデフォルトは「true」です。

次の例は、デフォルトのを使用して、SnapMirror DR関係を作成して初期化します

MirrorAllSnapshots ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB

-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule

replication_daily

必要に応じて、カスタムポリシーを使用できます。詳細については、を参照してください "
カスタムレプリケーションポリシーを作成する"。
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次の例は、デフォルトのを使用して、SnapVault 関係を作成して初期化します XDPDefault ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB

-destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule

replication_daily

次の例は、デフォルトのを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成して初期化します

MirrorAndVault ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB

-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault

次の例は、デフォルトのを使用して、SnapMirror Synchronous関係を作成して初期化します Sync ポリシ
ー：

cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB

-destination-vserver svm_sync -policy Sync

SnapVault ポリシーとユニファイドレプリケーションポリシーの場合は、デスティネーショ
ンで最後に転送された Snapshot コピーのコピーを作成するスケジュールを定義すると便利
です。詳細については、を参照してください "デスティネーションでローカルコピーを作成
するスケジュールを定義します"。

完了後

を使用します snapmirror show コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。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。

レプリケーション関係は一度に 1 つの手順で設定します

デスティネーションボリュームを作成

を使用できます volume create コマンドをデスティネーションで実行し、デスティネ
ーションボリュームを作成します。デスティネーションボリュームのサイズは、ソース
ボリュームと同じかそれ以上である必要があります。

ステップ

1. デスティネーションボリュームを作成します。

volume create -vserver SVM -volume volume -aggregate aggregate -type DP -size

size

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、という名前の2GBのデスティネーションボリュームを作成します volA_dst：
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cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst

-aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB

レプリケーションジョブスケジュールを作成

を使用できます job schedule cron create レプリケーションジョブスケジュール
を作成するコマンド。ジョブスケジュールでは、スケジュールの割り当て先のデータ保
護関係が SnapMirror によって自動的に更新されるタイミングを決定します。

このタスクについて

ジョブスケジュールはデータ保護関係の作成時に割り当てます。ジョブスケジュールを割り当てない場合は、
関係を手動で更新する必要があります。

ステップ

1. ジョブスケジュールを作成します。

job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week

-day day_of_month -hour hour -minute minute

の場合 -month、 -dayofweek`および `-hour`を指定できます `all 毎月、曜日、および時間ごとに
ジョブを実行します。

ONTAP 9.10.1 以降では、ジョブスケジュールに SVM を追加できます。

job schedule cron create -name job_name -vserver Vserver_name -month month

-dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute

次の例は、という名前のジョブスケジュールを作成します my_weekly 土曜日の午前3時に実行されま
す。

cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek

"Saturday" -hour 3 -minute 0

レプリケーションポリシーをカスタマイズします

カスタムレプリケーションポリシーを作成する

関係のデフォルトポリシーが適切でない場合は、カスタムレプリケーションポリシーを
作成できます。たとえば、ネットワーク転送時にデータを圧縮したり、 Snapshot コピ
ーを転送するための SnapMirror の試行回数を変更したりできます。

レプリケーション関係の作成時には、デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用できます。カスタムアーカ
イブ（旧 SnapVault ）またはユニファイドレプリケーションポリシーの場合は、初期化と更新の際に転送する
Snapshot コピーを決定する 1 つ以上の _ rules_ を定義する必要があります。また、デスティネーションでロ
ーカル Snapshot コピーを作成するスケジュールを定義することもできます。
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レプリケーションポリシーの _policy type_of によって、サポートされる関係のタイプが決まります。次の
表は、使用可能なポリシータイプを示しています。

ポリシータイプ 関係タイプ

非同期ミラー SnapMirror DR

バックアップ SnapVault

ミラー - バックアップ ユニファイドレプリケーション

strict-sync-mirror のようになります StrictSync モードの SnapMirror Synchronous （
ONTAP 9.5 以降でサポート）

SyncMirror Sync モードの SnapMirror Synchronous （ ONTAP
9.5 以降でサポート）

カスタムレプリケーションポリシーを作成する場合は、デフォルトポリシーをモデルとするこ
とを推奨します。

ステップ

1. カスタムレプリケーションポリシーを作成します。

snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-

mirror|vault|mirror-vault|strict-sync-mirror|sync-mirror -comment comment

-tries transfer_tries -transfer-priority low|normal -is-network-compression

-enabled true|false

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。

ONTAP 9.5以降では、を使用して、SnapMirror Synchronous関係の共通のSnapshotコピースケジュールを

作成するスケジュールを指定できます -common-snapshot-schedule パラメータデフォルトでは、
SnapMirror Synchronous 関係の共通の Snapshot コピースケジュールは 1 時間です。SnapMirror
Synchronous 関係の Snapshot コピースケジュールの値は、 30 分から 2 時間までの範囲で指定できま
す。

次の例は、データ転送のためにネットワーク圧縮を有効にする、 SnapMirror DR 用のカスタムレプリケー
ションポリシーを作成します。

cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy

DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression

enabled” -is-network-compression-enabled true

次の例は、 SnapVault 用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

81



cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy

my_snapvault -type vault

次の例は、ユニファイドレプリケーション用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified

-type mirror-vault

次の例は、 StrictSync モードの SnapMirror Synchronous 関係用のカスタムレプリケーションポリシーを
作成します。

cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy

my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule

my_sync_schedule

完了後

「 vault 」および「 `m mirror vault 」ポリシータイプの場合は、初期化および更新時に転送する Snapshot コ
ピーを決定するルールを定義する必要があります。

を使用します snapmirror policy show コマンドを入力して、SnapMirrorポリシーが作成されたことを確
認します。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。

ポリシーのルールを定義します

ポリシータイプが「 vault 」または「 M mirror vault 」のカスタムポリシーの場合、初期
化および更新時に転送する Snapshot コピーを決定するルールを少なくとも 1 つ定義す
る必要があります。また、ポリシータイプが「 vault 」または「 `m mirror vault 」のデ
フォルトポリシーのルールを定義することもできます。

このタスクについて

ポリシータイプが「 vault 」または「 `m mirror vault 」のすべてのポリシーには、レプリケートする
Snapshot コピーを指定するルールが必要です。たとえば、「 bi-monthly 」ルールは、 SnapMirror ラベル
が「 bi-monthly 」に割り当てられた Snapshot コピーだけをレプリケートする必要があることを指定しま
す。SnapMirror ラベルは、ソースでの Snapshot ポリシーの設定時に指定します。

各ポリシータイプは、システム定義の 1 つ以上のルールに関連付けられます。これらのルールは、ポリシー
タイプの指定時にポリシーに自動的に割り当てられます。次の表は、システム定義のルールを示しています。

システム定義のルール ポリシータイプで使用されます 結果

sm_created async-mirror 、 mirror-vault 、
Sync 、 StrictSync

SnapMirror で作成された Snapshot
コピーが初期化および更新の際に
転送されます。
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all_source_snapshots を指定しま
す

非同期ミラー ソース上の新しい Snapshot コピー
が初期化および更新の際に転送さ
れます。

毎日 バックアップ、ミラー - ヴォール
ト

SnapMirror ラベルが「毎日」のソ
ース上の新しい Snapshot コピーが
初期化および更新の際に転送され
ます。

毎週 バックアップ、ミラー - ヴォール
ト

SnapMirror ラベルが「 weekly 」
のソース上の新しい Snapshot コピ
ーは、初期化および更新の際に転
送されます。

毎月 ミラー - バックアップ SnapMirror ラベルが「アース」の
新しい Snapshot コピーがソースに
転送され、初期化と更新が行われ
ます。

APP_Consistent Sync 、 StrictSync SnapMirror ラベルが「
app_consistent 」の Snapshot コピ
ーがソースからデスティネーショ
ンに同期的にレプリケートされま
す。ONTAP 9.7 以降でサポートさ
れます。

「 async 」ポリシータイプを除き、デフォルトポリシーまたはカスタムポリシーに追加のルールを必要に応
じて指定できます。例：

• をクリックします MirrorAndVault ポリシーの場合は、SnapMirrorラベルが「bi-monthly」のソー
スSnapshotコピーを照合する「bi-monthly」というルールを作成できます。

• 「 me-vault 」ポリシータイプのカスタムポリシーの場合は、「 bi-weekly 」というルールを作成し、ソー
ス上の Snapshot コピーと「 bi-weekly 」 SnapMirror ラベルを照合します。

ステップ

1. ポリシーのルールを定義します。

snapmirror policy add-rule -vserver SVM -policy policy_for_rule -snapmirror

-label snapmirror-label -keep retention_count

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、SnapMirrorラベルのルールを追加します bi-monthly をデフォルトに設定します

MirrorAndVault ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy

MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
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次の例は、SnapMirrorラベルのルールを追加します bi-weekly カスタムに my_snapvault ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy

my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26

次の例は、SnapMirrorラベルのルールを追加します app_consistent カスタムに Sync ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync

-snapmirror-label app_consistent -keep 1

この SnapMirror ラベルに一致する Snapshot コピーをソースクラスタからレプリケートできます。

cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot

snapshot1 -snapmirror-label app_consistent

デスティネーションでローカルコピーを作成するスケジュールを定義します

SnapVault 関係とユニファイドレプリケーション関係の場合は、最後に転送された
Snapshot コピーのコピーをデスティネーションで作成することによって、更新した
Snapshot コピーが破損する可能性を防ぐことができます。この「ローカル・コピー」は
ソース上の保持ルールに関係なく保持されるため、元は SnapMirror によって転送された
Snapshot がソースで使用できなくなった場合でも、そのコピーをデスティネーションで
使用できます。

このタスクについて

ローカルコピーを作成するスケジュールはで指定します -schedule のオプション snapmirror policy

add-rule コマンドを実行します

ステップ

1. デスティネーションでローカルコピーを作成するスケジュールを定義します。

snapmirror policy add-rule -vserver SVM -policy policy_for_rule -snapmirror

-label snapmirror-label -schedule schedule

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。ジョブスケジュールの作成方法の
例については、を参照してください "レプリケーションジョブスケジュールを作成します"。

次の例は、ローカルコピーを作成するスケジュールをデフォルトに追加します MirrorAndVault ポリシ
ー：

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy

MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
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次の例は、ローカルコピーを作成するスケジュールをカスタムのに追加します my_unified ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy

my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly

レプリケーション関係を作成

プライマリストレージのソースボリュームとセカンダリストレージのデスティネーショ

ンボリュームの関係は、_データ保護関係と呼ばれます。_を使用できます snapmirror

create コマンドを使用して、SnapMirror DR、SnapVault 、またはユニファイドレプリ
ケーションのデータ保護関係を作成します。

必要なもの

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要がありま
す。

https://["クラスタと SVM のピアリング"]

• デスティネーションボリューム上の言語は、ソースボリューム上の言語と同じである必要があります。

このタスクについて

ONTAP 9.3 までは、 DP モードで起動する SnapMirror と XDP モードで起動する SnapMirror は異なるレプリ
ケーションエンジンを使用しており、バージョン依存性に対するアプローチも異なります。

• DP モードで起動する SnapMirror では、プライマリストレージとセカンダリストレージの ONTAP バージ
ョンを同じにする必要がある、バージョンに依存するレプリケーションエンジンを使用していました。

cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination

-path ...

• XDP モードで起動する SnapMirror では、バージョンに依存しないレプリケーションエンジンを使用して
いました。そのため、プライマリストレージとセカンダリストレージの ONTAP バージョンが異なってい
てもかまいませんでした。

cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...

-destination-path ...

パフォーマンスの向上に伴い、レプリケーションスループットではバージョンに依存するモードの方がわずか
に優れてはいるものの、バージョンに依存しない SnapMirror の方がはるかに大きなメリットが得られます。
そのため、 ONTAP 9.3 以降では XDP モードが新しいデフォルト値となり、コマンドラインまたは新規 / 既存
のスクリプトにおける DP モードの起動は自動的に XDP モードに変換されます。

既存の関係には影響しません。DP タイプの既存の関係は引き続き DP タイプになります。次の表は、想定さ
れる動作を示しています。
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指定するモード タイプ デフォルトポリシー（ポリシーを指定しない場合）

DP XDP MirrorAllSnapshots （ SnapMirror DR ）

なし XDP MirrorAllSnapshots （ SnapMirror DR ）

XDP XDP XDPDefault （ SnapVault ）

以下の手順の例も参照してください。

変換の唯一の例外は次のとおりです。

• SVM データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。

XDPモードをデフォルトで取得するには、XDPを明示的に指定します MirrorAllSnapshots ポリシー
：

• 負荷共有データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。

• SnapLock データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。

• 次のクラスタ全体のオプションを設定した場合、 DP を明示的に指定した場合のデフォルトは引き続き
DP モードです。

options replication.create_data_protection_rels.enable on

DP を明示的に指定しない場合、このオプションは無視されます。

ONTAP 9.3 以前では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 251 個で
す。ONTAP 9.4 以降では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 1019 個で
す。

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous 関係がサポートされます。

ステップ

1. デスティネーションクラスタから、レプリケーション関係を作成します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -type DP|XDP -schedule schedule

-policy policy

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。

。 schedule SnapMirror Synchronous関係を作成する場合は、パラメータは使用できませ
ん。

次の例は、デフォルトのを使用して、SnapMirror DR関係を作成します MirrorLatest ポリシー：
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cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy

MirrorLatest

次の例は、デフォルトを使用してSnapVault 関係を作成します XDPDefault ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy

XDPDefault

次の例は、デフォルトを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します MirrorAndVault
ポリシー：

cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path

svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault

次の例は、カスタムのを使用してユニファイドレプリケーション関係を作成します my_unified ポリシ
ー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy

my_unified

次の例は、デフォルトを使用してSnapMirror Synchronous関係を作成します Sync ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync

次の例は、デフォルトを使用してSnapMirror Synchronous関係を作成します StrictSync ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync

次の例は、 SnapMirror DR 関係を作成します。DPタイプは自動的にXDPに変換され、ポリシーは指定さ

れません。デフォルトのポリシーはになります MirrorAllSnapshots ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
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次の例は、 SnapMirror DR 関係を作成します。タイプまたはポリシーが指定されていない場合、ポリシ

ーはデフォルトでになります MirrorAllSnapshots ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily

次の例は、 SnapMirror DR 関係を作成します。ポリシーが指定されていない場合、ポリシーはデフォルト

でになります XDPDefault ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily

次の例は、事前定義されたポリシーを使用してSnapMirror Synchronous関係を作成します

SnapCenterSync：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync

事前定義されたポリシー SnapCenterSync がのタイプです Sync。このポリシーは、で作

成されたすべてのSnapshotコピーをレプリケートします snapmirror-label
が「app_consistent」の場合。

完了後

を使用します snapmirror show コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。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。

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）

"ミラーとバックアップを設定します"

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

"SnapVault によるボリュームのバックアップの概要"

レプリケーション関係を初期化

すべての関係タイプでは、初期化の際に baseline transfer： ソースボリュームの
Snapshot コピーが作成され、その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。それ以外の転送の内容はポリシー
によって異なります。

必要なもの

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。
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"クラスタと SVM のピアリング"

このタスクについて

初期化には時間がかかる場合があります。ベースライン転送はオフピークの時間帯に実行することを推奨しま
す。

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous 関係がサポートされます。

ステップ

1. レプリケーション関係を初期化します。

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

-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

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。

次の例は、ソースボリューム間の関係を初期化します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを

指定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

例：ヴォールト - ヴォールトカスケードを設定します

レプリケーション関係を一度に 1 ステップずつ設定する方法の具体例を示します。この
例で設定するヴォールト - ヴォールトカスケード構成を使用すると、「 m -weekly 」と
いうラベルの付いた 251 個を超える Snapshot コピーを保持できます。

必要なもの

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要がありま
す。

• ONTAP 9.2 以降が実行されている必要があります。それより前のリリースの ONTAP では、ヴォールト -
ヴォールトカスケードがサポートされていません。

このタスクについて

この例では次のことを前提としています。

• SnapMirror ラベルが「 my-daily」 、「 my-weekly 」、および「 `my-monthly 」の Snapshot コピーを
ソースクラスタで設定済みである。

• セカンダリデスティネーションクラスタと 3 番目のデスティネーションクラスタに「 volA 」という名前
のデスティネーションボリュームを設定済みである。

• セカンダリデスティネーションクラスタと 3 番目のデスティネーションクラスタに「 `y_snapvault 」
というレプリケーションジョブスケジュールを設定しておきます。
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次の例は、 2 つのカスタムポリシーに基づいてレプリケーション関係を作成する方法を示しています。

• 「 'napvault_secondary' 」ポリシーでは、 7 個の日単位 Snapshot コピー、 52 個の週単位 Snapshot コピ
ー、 180 個の月単位 Snapshot コピーがセカンダリデスティネーションクラスタに保持されています。

• 「 'napvault_tertiary policy 」は、 250 個の週単位 Snapshot コピーを 3 番目のデスティネーションクラス
タに保持しています。

手順

1. セカンダリデスティネーションクラスタで、「 $napvault_secondary 」ポリシーを作成します。

cluster_secondary::> snapmirror policy create -policy snapvault_secondary

-type vault -comment “Policy on secondary for vault to vault cascade” -vserver

svm_secondary

2. セカンダリデスティネーションクラスタで、ポリシーの「 `my-daily 」ルールを定義します。

cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary

-snapmirror-label my-daily -keep 7 -vserver svm_secondary

3. セカンダリデスティネーションクラスタで、ポリシーの「 `my-weekly" 」ルールを定義します。

cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary

-snapmirror-label my-weekly -keep 52 -vserver svm_secondary

4. セカンダリデスティネーションクラスタで、ポリシーの「 my-monthly 」ルールを定義します。

cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary

-snapmirror-label my-monthly -keep 180 -vserver svm_secondary

5. セカンダリデスティネーションクラスタで、ポリシーを検証します。

cluster_secondary::> snapmirror policy show snapvault_secondary -instance
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                     Vserver: svm_secondary

      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary

      SnapMirror Policy Type: vault

                Policy Owner: cluster-admin

                 Tries Limit: 8

           Transfer Priority: normal

   Ignore accesstime Enabled: false

     Transfer Restartability: always

 Network Compression Enabled: false

             Create Snapshot: false

                     Comment: Policy on secondary for vault to vault

cascade

       Total Number of Rules: 3

                  Total Keep: 239

                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn

Schedule Prefix

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

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

                              my-daily                7  false       0 -

-

                              my-weekly              52  false       0 -

-

                              my-monthly            180  false       0 -

-

6. セカンダリデスティネーションクラスタで、ソースクラスタとの関係を作成します。

cluster_secondary::> snapmirror create -source-path svm_primary:volA

-destination-path svm_secondary:volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy

snapvault_secondary

7. セカンダリデスティネーションクラスタで、ソースクラスタとの関係を初期化します。

cluster_secondary::> snapmirror initialize -source-path svm_primary:volA

-destination-path svm_secondary:volA

8. 3 次デスティネーションクラスタで、「 'napvault_tertiary' 」ポリシーを作成します。

cluster_tertiary::> snapmirror policy create -policy snapvault_tertiary -type

vault -comment “Policy on tertiary for vault to vault cascade” -vserver

svm_tertiary

9. 3 次デスティネーションクラスタで、ポリシーの「 `my-weekly] 」ルールを定義します。

cluster_tertiary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_tertiary

-snapmirror-label my-weekly -keep 250 -vserver svm_tertiary
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10. 3 番目のデスティネーションクラスタで、ポリシーを検証します。

cluster_tertiary::> snapmirror policy show snapvault_tertiary -instance

                     Vserver: svm_tertiary

      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary

      SnapMirror Policy Type: vault

                Policy Owner: cluster-admin

                 Tries Limit: 8

           Transfer Priority: normal

   Ignore accesstime Enabled: false

     Transfer Restartability: always

 Network Compression Enabled: false

             Create Snapshot: false

                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault

cascade

       Total Number of Rules: 1

                  Total Keep: 250

                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn

Schedule Prefix

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

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

                              my-weekly             250  false       0 -

-

11. 3 番目のデスティネーションクラスタで、セカンダリクラスタとの関係を作成します。

cluster_tertiary::> snapmirror create -source-path svm_secondary:volA

-destination-path svm_tertiary:volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy

snapvault_tertiary

12. 3 番目のデスティネーションクラスタで、セカンダリクラスタとの関係を初期化します。

cluster_tertiary::> snapmirror initialize -source-path svm_secondary:volA

-destination-path svm_tertiary:volA

既存の DP タイプの関係を XDP に変換します

既存の DP タイプの関係を簡単に XDP に変換して、バージョンに依存しない
SnapMirror を活用できます。

このタスクについて

• ONTAP 9.12.1以降にアップグレードする場合は、アップグレードする前にDPタイプの関係をXDPに変換
する必要があります。ONTAP 9.12.1以降では、DPタイプの関係はサポートされません。

• SnapMirror では、既存の DP タイプの関係を XDP に自動的に変換しません。関係を変換するには、既存
の関係を解除して削除し、新しい XDP 関係を作成して関係を再同期する必要があります。背景情報につ
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いては、を参照してください "XDP は、 DP を SnapMirror のデフォルトとして置き換えます"。

• 変換を計画する場合は、 XDP SnapMirror 関係のバックグラウンド準備とデータウェアハウジングフェー
ズに時間がかかる可能性があることに注意してください。長時間にわたってステータスが「 preparing 」
と報告されている SnapMirror 関係が表示されることは珍しくありません。

SnapMirror 関係のタイプを DP から XDP に変換すると、オートサイズやスペースギャランテ
ィなどのスペース関連の設定はデスティネーションにレプリケートされなくなります。

手順

1. デスティネーションクラスタから、SnapMirror関係のタイプがDPで、ミラーの状態がSnapMirrored、関
係のステータスがIdle、関係がhealthyであることを確認します。

snapmirror show -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume

次の例は、からの出力を示しています snapmirror show コマンドを実行します

cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA

Destination Path: svm_backup:volA_dst

Relationship Type: DP

SnapMirror Schedule: -

Tries Limit: -

Throttle (KB/sec): unlimited

Mirror State: Snapmirrored

Relationship Status: Idle

Transfer Snapshot: -

Snapshot Progress: -

Total Progress: -

Snapshot Checkpoint: -

Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-

123478563412_2147484682.2014-06-27_100026

Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55

Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-

123478563412_2147484682.2014-06-27_100026

Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55

Healthy: true

のコピーを保持しておくと便利です snapmirror show 関係設定の既存の情報を追跡する
ためのコマンド出力。

2. ソースボリュームとデスティネーションボリュームから、両方のボリュームで共通のSnapshotコピーを作
成します。

volume snapshot show -vserver SVM -volume volume
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次の例は、を示しています volume snapshot show ソースボリュームとデスティネーションボリュ
ームの出力：

cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA

---Blocks---

Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%

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

------ -----

svm1 volA

weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%

weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%

daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%

hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%

hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%

hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%

hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%

hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%

daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%

hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%

snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-

27_100026

valid 44KB 0% 19%

11 entries were displayed.

cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst

---Blocks---

Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%

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

------ -----

svm_backup volA_dst

weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%

weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%

daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%

hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%

hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%

hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%

hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%

hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%

daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%

hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%

snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-

27_100026

3. 変換中にスケジュールされた更新が実行されないようにするには、既存のDPタイプの関係を休止しま
す。
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snapmirror quiesce -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

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。

次の例は、ソースボリューム間の関係を休止します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを指

定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst

4. 既存の DP タイプの関係を解除します。

snapmirror break -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

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。

次の例は、ソースボリューム間の関係を解除します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを指

定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst

5. デスティネーションボリュームでSnapshotコピーの自動削除が有効になっている場合は無効にします。

volume snapshot autodelete modify -vserver SVM -volume volume -enabled false

次の例は、デスティネーションボリュームでSnapshotコピーの自動削除を無効にします volA_dst：

cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup

-volume volA_dst -enabled false

6. 既存の DP タイプの関係を削除します。

snapmirror delete -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

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。
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次の例は、ソースボリューム間の関係を削除します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを

指定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst

7. で保持した出力を使用できます snapmirror show 次のコマンドを使用して、新しいXDPタイプの関係
を作成します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -type XDP -schedule schedule -policy

policy

新しい関係では、同じソースボリュームとデスティネーションボリュームを使用する必要があります。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。

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。

次の例は、ソースボリューム間にSnapMirror DR関係を作成します volA オン svm1 デスティネーション

ボリュームを指定します volA_dst オン svm_backup デフォルトを使用します MirrorAllSnapshots
ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots

8. ソースボリュームとデスティネーションボリュームを再同期します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

再同期時間を短縮するには、を使用します -quick-resync オプションですが、Storage Efficiencyによ
る削減効果は失われる可能性がある点に注意してください。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。 "snapmirror resyncコマンドの実行"。

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。再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる
場合があります。再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

次の例は、ソースボリューム間の関係を再同期します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを

指定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

9. Snapshotコピーの自動削除を無効にした場合は、再度有効にします。
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volume snapshot autodelete modify -vserver SVM -volume volume -enabled true

完了後

1. を使用します snapmirror show コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認しま
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。

2. SnapMirror XDPデスティネーションボリュームがSnapMirrorポリシーの定義に従ってSnapshotコピーの

更新を開始したら、の出力を使用できます snapmirror list-destinations ソースクラスタからコマ
ンドを実行し、新しいSnapMirror XDP関係を表示します。

SnapMirror 関係のタイプを変換します

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous がサポートされます。非同期
SnapMirror 関係と SnapMirror Synchronous 関係は、ベースライン転送を実行しなくて
も相互に変換することができます。

このタスクについて

SnapMirror ポリシーを変更して非同期 SnapMirror 関係と SnapMirror Synchronous 関係を相互に変換するこ
とはできません

手順

• * 非同期 SnapMirror 関係から SnapMirror Synchronous 関係への変換 *

a. デスティネーションクラスタから、非同期 SnapMirror 関係を削除します。

snapmirror delete -destination-path SVM:volume

cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1

b. ソースクラスタから、共通の Snapshot コピーは削除せずに SnapMirror 関係を解放します。

snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path

dest_SVM:dest_volume

cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true

-destination-path vs1_dr:vol1

c. デスティネーションクラスタから、 SnapMirror Synchronous 関係を作成します。

snapmirror create -source-path src_SVM:src_volume -destination-path

dest_SVM:dest_volume -policy sync-mirror

cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path

vs1_dr:vol1 -policy sync
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d. SnapMirror Synchronous 関係を再同期します。

snapmirror resync -destination-path dest_SVM:dest_volume

cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1

• * SnapMirror Synchronous 関係から非同期 SnapMirror 関係への変換 *

a. デスティネーションクラスタから、既存の SnapMirror Synchronous 関係を休止します。

snapmirror quiesce -destination-path dest_SVM:dest_volume

cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1

b. デスティネーションクラスタから、非同期 SnapMirror 関係を削除します。

snapmirror delete -destination-path SVM:volume

cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1

c. ソースクラスタから、共通の Snapshot コピーは削除せずに SnapMirror 関係を解放します。

snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path

dest_SVM:dest_volume

cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true

-destination-path vs1_dr:vol1

d. デスティネーションクラスタから、非同期 SnapMirror 関係を作成します。

snapmirror create -source-path src_SVM:src_volume -destination-path

dest_SVM:dest_volume -policy MirrorAllSnapshots

cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path

vs1_dr:vol1 -policy sync

e. SnapMirror Synchronous 関係を再同期します。

snapmirror resync -destination-path dest_SVM:dest_volume

cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
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SnapMirror Synchronous 関係のモードを変換します

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous 関係がサポートされます。SnapMirror
Synchronous 関係のモードは StrictSync と Sync の間で相互に変換できます。

このタスクについて

SnapMirror Synchronous 関係のポリシーを変更してモードを変換することはできません。

手順

1. デスティネーションクラスタから、既存の SnapMirror Synchronous 関係を休止します。

snapmirror quiesce -destination-path dest_SVM:dest_volume

cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1

2. デスティネーションクラスタから、既存の SnapMirror Synchronous 関係を削除します。

snapmirror delete -destination-path dest_SVM:dest_volume

cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1

3. ソースクラスタから、共通の Snapshot コピーは削除せずに SnapMirror 関係を解放します。

snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path

dest_SVM:dest_volume

cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination

-path vs1_dr:vol1

4. デスティネーションクラスタから、変換後のモードを指定して SnapMirror Synchronous 関係を作成しま
す。

snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path dest_SVM:dest_volume

-policy Sync|StrictSync

cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path

vs1_dr:vol1 -policy Sync

5. デスティネーションクラスタから、 SnapMirror 関係を再同期します。

snapmirror resync -destination-path dest_SVM:dest_volume

cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
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SnapMirror DR デスティネーションボリュームからのデータの提供

デスティネーションボリュームを書き込み可能にします

デスティネーションボリュームからクライアントにデータを提供する前に、そのボリュ

ームを書き込み可能にする必要があります。を使用できます snapmirror quiesce デ
スティネーションへのスケジュールされた転送を停止するコマンドを使用します

snapmirror abort 実行中の転送を停止するコマンド、および snapmirror break
デスティネーションを書き込み可能にするコマンド。

このタスクについて

この手順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。

手順

1. デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止します。

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

-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/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、ソースボリューム間のスケジュールされた転送を停止します volA オン svm1 デスティネーシ

ョンボリュームを指定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

2. デスティネーションへの実行中の転送を停止します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

SnapMirror Synchronous 関係（ ONTAP 9.5 以降でサポート）ではこの手順は必要ありま
せん。

次の例は、ソースボリューム間の実行中の転送を停止します volA オン svm1 デスティネーションボリュ

ームを指定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path

svm_backup:volA_dst

3. SnapMirror DR 関係を解除します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …
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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、ソースボリューム間の関係を解除します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを指

定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path

svm_backup:volA_dst

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）

"SnapMirror デスティネーションからのデータの提供"

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

"ボリュームディザスタリカバリの概要"

データアクセス用のデスティネーションボリュームを設定

デスティネーションボリュームを書き込み可能にしたあとで、データにアクセスできる
ようにそのボリュームを設定する必要があります。NAS クライアント、 NVMe サブシ
ステム、および SAN ホストは、ソースボリュームが再アクティブ化されるまでの間、デ
スティネーションボリュームのデータにアクセスできます。

NAS 環境：

1. ソースボリュームがソース SVM でマウントされていたのと同じジャンクションパスを使用して、 NAS ボ
リュームをネームスペースにマウントします。

2. デスティネーションボリュームの SMB 共有に適切な ACL を適用します。

3. デスティネーションボリュームに NFS エクスポートポリシーを割り当てます。

4. デスティネーションボリュームにクォータルールを適用します。

5. デスティネーションボリュームにクライアントをリダイレクトします。

6. NFS 共有と SMB 共有をクライアントに再マウントします。

SAN 環境の場合：

1. ボリューム内の LUN を適切なイニシエータグループにマッピングします。

2. iSCSI の場合、 SAN ホストイニシエータから SAN LIF への iSCSI セッションを作成します。

3. SAN クライアントで、ストレージの再スキャンを実行して接続された LUN を検出します。

NVMe 環境については、を参照してください "SAN 管理"。

元のソースボリュームを再有効化

デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソースボリューム
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とデスティネーションボリュームの間で元のデータ保護関係を再確立できます。

このタスクについて

• 以下の手順は、元のソースボリュームにあるベースラインが損なわれていないことを前提としています。
ベースラインが損なわれている場合は、手順を実行する前に、データの提供元のボリュームと元のソース
ボリュームの間の関係を作成して初期化する必要があります。

• XDP SnapMirror 関係のバックグラウンド準備とデータウェアハウジングフェーズには時間がかかること
があります。長時間にわたってステータスが「 preparing 」と報告されている SnapMirror 関係が表示され
ることは珍しくありません。

手順

1. 元のデータ保護関係を削除します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

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。

次の例は、元のソースボリューム間の関係を削除します。 volA オン svm1、およびデータの提供元のボ

リューム、 volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

2. 元のデータ保護関係を反転します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

このコマンドは元のソースSVMまたは元のソースクラスタから実行する必要があります。
再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。
再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。ソースとデスティネーション
に共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは失敗します。使用

snapmirror initialize 関係を再初期化してください。

次の例は、元のソースボリューム間の関係を反転します。 volA オン svm1、およびデータの提供元のボ

リューム、 volA_dst オン svm_backup：

cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path svm1:volA

3. 元のソースへのデータアクセスを再確立する準備ができたら、元のデスティネーションボリュームへのア
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クセスを停止します。そのためには、元のデスティネーションSVMを停止します。

vserver stop -vserver SVM

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。

このコマンドは元のデスティネーションSVMまたは元の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。このコマンドは、元のデスティネーションSVM全体へのユーザ
アクセスを停止します。必要に応じて、元のデスティネーションボリュームへのアクセス
を停止できます。

次の例は、元のデスティネーションSVMを停止します。

cluster_dst::> vserver stop svm_backup

4. 反転した関係を更新します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

このコマンドは元のソースSVMまたは元のソースクラスタから実行する必要があります。

次の例は、データの提供元のボリューム間の関係を更新します。 volA_dst オン svm_backup`および元

のソースボリューム `volA オン svm1：

cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path svm1:volA

5. 元のソースSVMまたは元のソースクラスタから、反転した関係のスケジュールされた転送を停止します。

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

-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

このコマンドは元のソースSVMまたは元のソースクラスタから実行する必要があります。

次の例は、元のデスティネーションボリューム間のスケジュールされた転送を停止します。 volA_dst オ

ン svm_backup`および元のソースボリューム `volA オン svm1：

cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path svm1:volA
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6. 最後の更新が完了し、関係のステータスが「Quiesced」と表示されたら、元のソースSVMまたは元のソ
ースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係を解除します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

このコマンドは元のソースSVMまたはソースクラスタから実行する必要があります。

次の例は、元のデスティネーションボリューム間の関係を解除します。 volA_dst オン svm_backup`お

よび元のソースボリューム `volA オン svm1：

cluster_scr::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path svm1:volA

7. 元のソースSVMまたは元のソースクラスタから、反転したデータ保護関係を削除します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

このコマンドは元のソースSVMまたは元のソースクラスタから実行する必要があります。

次の例は、元のソースボリューム間の反転した関係を削除します。 volA オン svm1、およびデータの提

供元のボリューム、 volA_dst オン svm_backup：

cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path svm1:volA

8. 元のデスティネーションSVMまたは元のデスティネーションクラスタから反転した関係を解放します。

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

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

このコマンドは元のデスティネーションSVMまたは元の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。

次の例は、元のデスティネーションボリューム間の反転した関係を解放します。 volA_dst オン

svm_backup`および元のソースボリューム `volA オン svm1：

cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path svm1:volA
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1. 必要に応じて、元のデスティネーションSVMを起動します。

vserver start -vserver SVM

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、元のデスティネーションSVMを起動します。

cluster_dst::> vserver start svm_backup

2. 元のデスティネーションから元のデータ保護関係を再確立します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/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、元のソースボリューム間の関係を再確立します。 volA オン svm1、および元のデスティネー

ションボリューム volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

完了後

を使用します snapmirror show コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。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。

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
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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：

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。
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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

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：
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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。

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"

レプリケーション関係を手動で更新

ソースボリュームが移動されたために更新が失敗した場合は、レプリケーション関係を
手動で更新しなければならないことがあります。

このタスクについて

レプリケーション関係を手動で更新するまで、 SnapMirror は移動されたソースボリュームからの転送をすべ
て中止します。

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous 関係がサポートされます。これらの関係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は常に同期された状態ですが、セカンダリクラスタの表示は 1 時間おき
にしかプライマリと同期されません。デスティネーションのポイントインタイムデータを表示する場合は、を

実行して手動更新を実行する必要があります snapmirror update コマンドを実行します

ステップ

1. レプリケーション関係を手動で更新します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/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。
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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。ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場

合、このコマンドは失敗します。使用 snapmirror initialize 関係を再初期化してく
ださい。

次の例は、ソースボリューム間の関係を更新します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを指

定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

レプリケーション関係を再同期

デスティネーションボリュームを書き込み可能にしたあと、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 コピーが存在しないために更新が失敗した
あと、または関係のレプリケーションポリシーを変更した場合には、レプリケーション
関係の再同期が必要です。

このタスクについて

• 再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピ
ークの時間帯に実行することを推奨します。

• ファンアウト構成またはカスケード構成の一部であるボリュームの再同期には時間がかかることがありま
す。長時間にわたってステータスが「 preparing 」と報告されている SnapMirror 関係が表示されることは
珍しくありません。

ステップ

1. ソースボリュームとデスティネーションボリュームを再同期します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -type DP|XDP -schedule schedule

-policy policy

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。

次の例は、ソースボリューム間の関係を再同期します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを

指定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst
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ボリュームレプリケーション関係を削除します

を使用できます snapmirror delete および snapmirror release ボリュームレプ
リケーション関係を削除するコマンド。続いて、不要なデスティネーションボリューム
を手動で削除できます。

このタスクについて

。 snapmirror release コマンドは、SnapMirrorで作成されたSnapshotコピーをソースから削除します。

を使用できます -relationship-info-only Snapshotコピーを保持するオプション。

手順

1. レプリケーション関係を休止します。

snapmirror quiesce -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume

cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst

2. （オプション）デスティネーションボリュームを読み取り/書き込みボリュームにする必要がある場合は、
レプリケーション関係を解除します。デスティネーションボリュームを削除する場合やボリュームの読み
取り/書き込みが不要な場合は、この手順を省略できます。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path

svm_backup:volA_dst

3. レプリケーション関係を削除します。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

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

次の例は、ソースボリューム間の関係を削除します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを指

定します volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

4. ソース SVM からレプリケーション関係情報をリリースします。
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snapmirror release -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …

-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/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。

このコマンドはソースクラスタまたはソース SVM から実行する必要があります。

次の例は、指定したレプリケーション関係の情報をソースSVMからリリースします svm1：

cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst

ストレージ効率の管理

SnapMirror は、ソースボリュームとデスティネーションボリュームでストレージ効率を
維持します。ただし、例外が 1 つあり、デスティネーションでポストプロセスデータ圧
縮が有効になっている場合、ストレージ効率は維持されません。その場合、デスティネ
ーションではすべてのストレージ効率が失われます。この問題を修正するには、デステ
ィネーションでポストプロセス圧縮を無効にして、関係を手動で更新し、 Storage
Efficiency を再度有効にする必要があります。

必要なもの

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要がありま
す。

https://["クラスタと SVM のピアリング"]

• デスティネーションでポストプロセス圧縮を無効にする必要があります。

このタスクについて

を使用できます volume efficiency show コマンドを使用して、ボリュームで効率化が有効になっている
かどうかを確認します。詳細については、マニュアルページを参照してください。

SnapMirror 監査ログを表示し、転送概要を特定することで、 SnapMirror によるストレージ効率化が維持され
ているかどうかを確認できます。転送概要 が表示されている場合 `transfer_desc=Logical Transfer`SnapMirror
ではストレージ効率は維持されません。転送概要 が表示されている場合 `transfer_desc=Logical Transfer with
Storage Efficiency`SnapMirrorはストレージ効率を維持します。例：

Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-

b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-

df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>

destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571

network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized

Directory Mode

ストレージを使用した論理転送
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ONTAP 9.3 以降では、 Storage Efficiency を再度有効にするための手動更新が不要になりました。SnapMirror
では、ポストプロセス圧縮が無効になったことを検出すると、スケジュールされた次回の更新時に Storage
Efficiency を自動的に再度有効にします。ソースとデスティネーションの両方で ONTAP 9.3 を実行している
必要があります。

ONTAP 9.3 以降では、デスティネーションボリュームが書き込み可能になったあとで、 AFF システムが
Storage Efficiency の設定を FAS システムとは異なる方法で管理します。

• を使用してデスティネーションボリュームを書き込み可能にしたあと snapmirror break コマンドを実
行した場合、ボリュームのキャッシングポリシーは自動的に「auto」（デフォルト）に設定されます。

この動作は FlexVol ボリュームにのみ該当し、 FlexGroup ボリュームには適用されませ
ん。

• 再同期時に、キャッシングポリシーは自動的に「 none 」に設定され、重複排除およびインライン圧縮
は、元の設定に関係なく自動的に無効になります。必要に応じて、設定を手動で変更する必要がありま
す。

Storage Efficiency が有効な状態での手動更新には時間がかかる場合があります。この処理はオ
フピークの時間帯に実行することを推奨します。

ステップ

1. レプリケーション関係を更新して、 Storage Efficiency を再度有効にします。

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

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -enable-storage-efficiency true

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。ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場

合、このコマンドは失敗します。使用 snapmirror initialize 関係を再初期化してく
ださい。

次の例は、ソースボリューム間の関係を更新します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを指

定します volA_dst オン `svm_backup`Storage Efficiencyを再度有効にします。

cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true

SnapMirror グローバルスロットルを使用します

グローバルネットワークスロットルは、ノード単位のすべての SnapMirror および
SnapVault 転送で使用できます。

このタスクについて

SnapMirror グローバルスロットルは、送受信される SnapMirror 転送および SnapVault 転送で使用する帯域幅
を制限します。この制限は、クラスタ内のすべてのノードで適用されます。
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たとえば、送信スロットルを100Mbpsに設定した場合は、クラスタ内の各ノードで送信帯域幅が100Mbpsに
設定されます。グローバルスロットルを無効にすると、すべてのノードで無効になります。

データ転送速度は多くの場合ビット / 秒（ bps ）で表されますが、スロットル値はキロバイト / 秒（ KBps ）
で入力する必要があります。

ONTAP 9.9.1以前のリリースでは、スロットルはに影響しません volume move 転送または負
荷共有ミラー転送。ONTAP 9.10.0以降では、ボリューム移動処理をスロットルするオプション
を指定できます。詳細については、を参照してください "ONTAP 9.10以降でボリューム移動の
スロットルを行う方法"

グローバルスロットルは、 SnapMirror 転送および SnapVault 転送の関係ごとのスロットル機能と連動しま
す。関係ごとのスロットルは、関係ごとの転送の帯域幅の合計がグローバルスロットルの値を超えるまで有効

で、超えたあとはグローバルスロットルが有効になります。スロットル値 0 グローバルスロットルが無効に
なっていることを示します。

SnapMirror グローバルスロットルは、 SnapMirror Synchronous 関係が In-Sync になっている
場合は効果がありません。ただし、初期化処理や Out of Sync イベントなどの非同期転送フェ
ーズを実行した場合は、スロットルは SnapMirror Synchronous 関係に影響しません。そのた
め、 SnapMirror Synchronous 関係でグローバルスロットルを有効にすることは推奨されませ
ん。

手順

1. グローバルスロットルを有効にします。

options -option-name replication.throttle.enable on|off

次の例は、でSnapMirrorグローバルスロットルを有効にする方法を示しています cluster_dst：

cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on

2. デスティネーションクラスタで受信転送に使用される総帯域幅について最大値を指定します。

options -option-name replication.throttle.incoming.max_kbs KBps

推奨される最小スロットル帯域幅は 4KBps で、最大値は 2TBps です。このオプションのデフォルト値は
です `unlimited`これは、使用される総帯域幅に制限がないことを意味します。

次の例は、受信転送で使用される総帯域幅について最大値を 100Mbps に設定する方法を示しています。

cluster_dst::> options -option-name

replication.throttle.incoming.max_kbs 12500

100 Mbps = 12500 kbps

3. ソースクラスタで送信転送に使用される総帯域幅について最大値を指定します。

options -option-name replication.throttle.outgoing.max_kbs KBps
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KBps は、 1 秒あたりの最大転送速度です。有効な転送速度の値は 1~125000 です。このオプションのデ
フォルト値はです `unlimited`これは、使用される総帯域幅に制限がないことを意味します。

次の例は、送信転送で使用される総帯域幅について最大値を 100Mbps に設定する方法を示しています。

cluster_src::> options -option-name

replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500

SnapMirror SVM レプリケーションの概要

SnapMirrorを使用すると、SVM間のデータ保護関係を作成できます。このタイプのデー
タ保護関係では、 SVM のすべてまたは一部の設定が NFS エクスポートおよび SMB 共
有から RBAC にレプリケートされます。また、 SVM が所有するボリューム内のデータ
もレプリケートされます。

サポートされている関係タイプ

レプリケート可能なのはデータ提供用SVMのみです。サポートされるデータ保護関係タイプは次のとおりで
す。

• SnapMirror DR ： _ 通常、デスティネーションにはソース上に現在ある Snapshot コピーだけが含まれま
す。

ONTAP 9.9.1以降では、mirror-vaultポリシーを使用している場合にこの動作が変更されます。ONTAP
9.9.1以降では、ソースとデスティネーションで異なるSnapshotポリシーを作成できます。デスティネー
ションのSnapshotコピーがソースのSnapshotコピーで上書きされることはありません。

◦ スケジュールされた通常の処理、更新、および再同期の実行中に、ソースからデスティネーションに
上書きされることはありません

◦ 解除処理の実行中に削除されることはありません。

◦ 逆再同期処理の実行中は削除されません。ONTAP 9.9.1 以降を使用してミラーバックアップポリシー
を使用して SVM DR 関係を設定する場合、ポリシーの動作は次のようになります。

◦ ソースでのユーザ定義の Snapshot コピーポリシーは、デスティネーションにコピーされません。

◦ システム定義の Snapshot コピーポリシーはデスティネーションにコピーされません。

◦ ユーザおよびシステム定義の Snapshot ポリシーとのボリュームの関連付けはデスティネーションに
コピーされません。+ SVM

• ONTAP 9.2 以降では、 _SnapMirror ユニファイドレプリケーション。デスティネーションに DR と長期保
持の両方が設定されています。

これらの関係タイプの詳細については、を参照してください。 "SnapMirror ボリュームレプリケーションの概
要"。

レプリケーションポリシーの _policy type_of によって、サポートされる関係のタイプが決まります。次の表
に、使用可能なポリシータイプを示します。

ポリシータイプ 関係タイプ
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非同期ミラー SnapMirror DR

ミラー - バックアップ ユニファイドレプリケーション

ONTAP 9.4 では、 XDP が DP に代わって SVM レプリケーションのデフォルトになりました

ONTAP 9.4 以降では、 SVM データ保護関係のデフォルトが XDP モードに変更されました。ONTAP 9.3 以前
の SVM データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。

新しいデフォルトは既存の関係には影響しません。DP タイプの既存の関係は引き続き DP タイプになりま
す。次の表に、想定される動作を示します。

指定するモード タイプ デフォルトポリシー（ポリシーを
指定しない場合）

DP XDP MirrorAllSnapshots （ SnapMirror
DR ）

なし XDP MirrorAllSnapshots （ SnapMirror
DR ）

XDP XDP MirrorAndVault （ユニファイドレ
プリケーション）

デフォルトの変更の詳細については、以下を参照してください。 "XDP は、 DP を SnapMirror のデフォルト
として置き換えます"。

バージョンに依存しないレプリケーションは、 SVM レプリケーションではサポートされませ
ん。SVM DR構成では、フェイルオーバー処理とフェイルバック処理がサポートされるよう
に、デスティネーションSVMをソースSVMクラスタと同じバージョンのONTAP を実行してい
るクラスタで実行する必要があります。

"SnapMirror 関係に対応した ONTAP バージョン"

SVM の設定のレプリケート方法

SVM レプリケーション関係の内容は、以下に示すフィールドの設定の組み合わせによって決定されます。

• 。 -identity-preserve true のオプション snapmirror create コマンドは、SVMの設定全体をレ
プリケートします。

。 -identity-preserve false オプションは、SVMのボリュームと認証と許可の設定、およびに記載
されているプロトコルとネームサービスの設定のみをレプリケートします "SVM DR 関係でレプリケート
される設定"。

• 。 -discard-configs network のオプション snapmirror policy create このコマンドは、ソー
スとデスティネーションのSVMが異なるサブネットにある場合に使用するLIFおよび関連ネットワーク設
定をSVMレプリケーション対象から除外します。
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• 。 -vserver-dr-protection unprotected のオプション volume modify 指定したボリューム
をSVMレプリケーション対象から除外します。

上記の点を除き、 SVM レプリケーションはボリュームレプリケーションとほぼ同じです。ボリュームレプリ
ケーションとほぼ同じワークフローを SVM レプリケーションにも使用できます。

サポートの詳細

次の表は、 SnapMirror SVM レプリケーションのサポートの詳細を示しています。

リソースまたは機能 サポートの詳細

関係タイプ • SnapMirror DR

• ONTAP 9.2 以降では、 SnapMirror ユニファイド
レプリケーションがサポートされます

レプリケーションの範囲 クラスタ間のみ。同じクラスタ内の SVM をレプリケ
ートすることはできません。

バージョンに依存しません サポート対象外

導入タイプ • 単一のソースから単一のデスティネーション

• ONTAP 9.4 以降はファンアウトファンアウトで
きるのは 2 つの宛先だけです。

デフォルトでは、 -identity-preserve true の関係
はソース SVM ごとに 1 つだけ許可されます。

自律的なランサムウェア防御 • ONTAP 9.12.1以降でサポート。詳細について
は、を参照してください "自律的なランサムウェ
ア防御"

ボリューム暗号化 • ソースで暗号化されたボリュームがデスティネー
ションで暗号化されます。

• オンボードキーマネージャまたは KMIP サーバを
デスティネーションで設定する必要があります。

• 新しい暗号化キーはデスティネーションで生成さ
れます。

• ボリューム暗号化をサポートするノードがデステ
ィネーションに含まれていない場合、レプリケー
ションは成功しますが、デスティネーションボリ
ュームは暗号化されません。

FabricPool ONTAP 9.6 以降の FabricPool では、 SnapMirror
SVM レプリケーションがサポートされます。
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MetroCluster ONTAP 9.11.1以降では、MetroCluster 構成内のSVM
DR関係の両側が、追加のSVM DR構成のソースとし
て機能できます。

ONTAP 9.5 以降の MetroCluster 構成では、
SnapMirror SVM レプリケーションがサポートされま
す。

• MetroCluster 構成を SVM DR 関係のデスティネ
ーションにすることはできません。

• SVM DR 関係のソースとして使用できるのは、
MetroCluster 構成内のアクティブな SVM だけで
す。

スイッチオーバー前の同期元の SVM とスイッチ
オーバー後の同期先の SVM のどちらもソースに
使用できます。

• MetroCluster 構成が安定した状態のときは
MetroCluster の同期先 SVM がオンラインでない
ため、同期先ボリュームを SVM DR 関係のソー
スにすることはできません。

• SVM DR 関係のソースが同期元の SVM の場合、
ソースの SVM DR 関係情報が MetroCluster パー
トナーにレプリケートされます。

• スイッチオーバーおよびスイッチバックの実行中
に、 SVM DR のデスティネーションへのレプリ
ケーションが失敗することがあります。

ただし、スイッチオーバーまたはスイッチバック
プロセスの完了後、 SVM DR の次回のスケジュ
ールされている更新は成功します。

SnapMirror Synchronous SVM DR ではサポートされません。

SVM DR 関係でレプリケートされる設定

次の表に、の相互作用を示します snapmirror create -identity-preserve オプションとを使用しま

す snapmirror policy create -discard-configs network オプション：

設定のレプリケート ‑identity‑preserve true ‑identity‑prese

rve false

*ポリシーなし

-discard

-configs

network SET *

*とのポリシー

-discard

-configs

network SET *

ネットワーク NAS LIF はい。 いいえ いいえ
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LIF の Kerberos 設
定

はい。 いいえ いいえ SAN LIF

いいえ いいえ いいえ ファイアウォールポ
リシー

はい。

はい。 いいえ ルート はい。 いいえ

いいえ ブロードキャストド
メイン

いいえ いいえ いいえ

サブネット いいえ いいえ いいえ 表示されます

いいえ いいえ いいえ SMB SMB サーバ

はい。 はい。 いいえ ローカルグループお
よびローカルユーザ

はい。

はい。 はい。 権限 はい。 はい。

はい。 シャドウコピー はい。 はい。 はい。

BranchCache はい。 はい。 はい。 サーバオプション

はい。 はい。 はい。 サーバセキュリティ はい。

はい。 いいえ ホームディレクト
リ、共有

はい。 はい。

はい。 シンボリックリンク はい。 はい。 はい。

Fpolicy ポリシー、
Fsecurity ポリシ
ー、および
Fsecurity NTFS です

はい。 はい。 はい。 ネームマッピングと
グループマッピング

はい。 はい。 はい。 監査情報 はい。

はい。 はい。 NFS エクスポートポリシ
ー

はい。

はい。 いいえ エクスポートポリシ
ールール

はい。 はい。

120



いいえ NFS サーバ はい。 はい。 いいえ

RBAC セキュリティ証明書 はい。 はい。 いいえ

ログインユーザ、公
開鍵、ロール、およ
びロールの設定

はい。 はい。 はい。 SSL

はい。 はい。 いいえ ネームサービス DNS および DNS ホ
スト

はい。 はい。 いいえ UNIX ユーザおよび
UNIX グループ

はい。

はい。 はい。 Kerberos Realm お
よび Kerberos キー
ブロック

はい。 はい。

いいえ LDAP および LDAP
クライアント

はい。 はい。 いいえ

ネットグループ はい。 はい。 いいえ NIS

はい。 はい。 いいえ Web および Web ア
クセス

はい。

はい。 いいえ ボリューム オブジェクト はい。

はい。 はい。 Snapshot コピー、
Snapshot ポリシ
ー、および自動削除
ポリシー

はい。 はい。

はい。 効率化ポリシー はい。 はい。 はい。

クォータポリシーお
よびクォータポリシ
ールール

はい。 はい。 はい。 リカバリキュー

はい。 はい。 はい。 ルートボリューム ネームスペース

はい。 はい。 はい。 ユーザデータ いいえ

いいえ いいえ qtree いいえ いいえ
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いいえ クォータ いいえ いいえ いいえ

ファイルレベルの
QoS

いいえ いいえ いいえ 属性：ルートボリュ
ームの状態、スペー
スギャランティ、サ
イズ、オートサイ
ズ、およびファイル
総数

いいえ いいえ いいえ Storage QoS QoS ポリシーグル
ープ

はい。 はい。 はい。 Fibre Channel （ FC
；ファイバチャネル
）

いいえ

いいえ いいえ iSCSI いいえ いいえ

いいえ LUN オブジェクト はい。 はい。

はい。 igroup 数 いいえ いいえ いいえ

ポートセット いいえ いいえ いいえ シリアル番号

いいえ いいえ いいえ SNMP v3 ユーザ

SVM DRストレージの制限

次の表に、ストレージオブジェクトごとにサポートされるボリュームおよびSVM DR関係の最大数の推奨値を
示します。制限はプラットフォームによって異なることが多いので注意してください。を参照してください
"Hardware Universe" をクリックして、それぞれの構成の制限事項を確認してください。

ストレージオブジェクト 制限（ Limit ）

SVM 300個のフレキシブルボリューム

HA ペア フレキシブルボリューム×1、000

クラスタ 128個のSVM DR関係

SnapMirror SVM レプリケーションを管理します

SVM 設定をレプリケート
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SnapMirror SVM レプリケーションのワークフロー

SnapMirror SVM レプリケーションでは、デスティネーション SVM を作成し、レプリケ
ーションジョブスケジュールを作成し、 SnapMirror 関係を作成して初期化します。

このワークフローでは、デフォルトポリシーまたはカスタムレプリケーションポリシーをすで
に使用していることを前提としています。

ボリュームをデスティネーション SVM に配置する際の基準

ボリュームをソース SVM からデスティネーション SVM にレプリケートするときは、ア
グリゲートの選択基準を理解しておくことが重要です。

アグリゲートは次の基準に基づいて選択されます。

• ボリュームは常にルート以外のアグリゲートに配置されます。

• ルート以外のアグリゲートの中から、利用可能な空きスペースとホストしている既存のボリュームの数に
基づいてアグリゲートが選択されます。

空きスペースが多く、ボリューム数が少ないアグリゲートほど優先順位が高くなります。最も優先順位が
高いアグリゲートが選択されます。
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• FabricPool アグリゲートのソースボリュームは、同じ階層化ポリシーを使用するデスティネーションの
FabricPool アグリゲートに配置されます。

• ソース SVM のボリュームが Flash Pool アグリゲートにある場合、デスティネーション SVM に Flash
Pool アグリゲートがあり、そのアグリゲートに十分な空きスペースがあれば、そのアグリゲートにボリュ
ームが配置されます。

• 状況に応じて -space-guarantee レプリケートされるボリュームのオプションがに設定されている
`volume`空きスペースがボリュームサイズよりも大きいアグリゲートのみが考慮されます。

• ボリュームのサイズは、ソースボリュームのサイズに基づいて、レプリケーション時にデスティネーショ
ン SVM で自動的に拡張されます。

デスティネーション SVM のサイズを事前にリザーブする場合は、ボリュームのサイズを変更する必要が
あります。ソース SVM に基づいて、デスティネーション SVM でボリュームのサイズが自動的に縮小さ
れることはありません。

ボリュームをアグリゲート間で移動する場合は、を使用できます volume move デスティネーションSVMで
コマンドを実行します。

SVM の設定全体をレプリケート

を使用できます -identity-preserve true のオプション snapmirror create
SVMの設定全体をレプリケートするコマンド。

作業を開始する前に

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立され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 "クラスタピア関係を作成" および "SVM のクラスタ間ピア関係を作成
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。

このタスクについて

このワークフローでは、デフォルトポリシーまたはカスタムレプリケーションポリシーをすでに使用している
ことを前提としています。

ONTAP 9.9.1以降では、mirror-vaultポリシーを使用すると、ソースSVMとデスティネーションSVMで異な
るSnapshotポリシーを作成でき、デスティネーションのSnapshotコピーがソースのSnapshotコピーで上書き
されることはありません。詳細については、を参照してください "SnapMirror SVM レプリケーションの概要
"。

手順

1. デスティネーション SVM を作成します。

vserver create -vserver SVM_name -subtype dp-destination

SVM 名はソースクラスタとデスティネーションクラスタの間で一意である必要があります。

次の例は、という名前のデスティネーションSVMを作成します svm_backup：

cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
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2. デスティネーションクラスタから、を使用してSVMピア関係を作成します vserver peer create コマ
ンドを実行します

詳細については、を参照してください "SVM のクラスタ間ピア関係を作成します"。

3. レプリケーションジョブスケジュールを作成

job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week

-day day_of_month -hour hour -minute minute

の場合 -month、 -dayofweek`および `-hour`を指定できます `all 毎月、曜日、および時間ごとに
ジョブを実行します。

SVM SnapMirror関係にあるFlexVol ボリュームに対してサポートされる最小スケジュール
（RPO）は15分です。SVM SnapMirror関係にあるFlexGroup ボリュームに対してサポート
される最小スケジュール（RPO）は30分です。

次の例は、という名前のジョブスケジュールを作成します my_weekly 土曜日の午前3時に実行されま
す。

cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek

saturday -hour 3 -minute 0

4. 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、レプリケーション関係を作成しま
す。

snapmirror create -source-path SVM_name: -destination-path SVM_name: -type

DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve true

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）

次の例は、デフォルトのを使用して、SnapMirror DR関係を作成します MirrorAllSnapshots ポリシー
：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots

-identity-preserve true

次の例は、デフォルトを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します MirrorAndVault
ポリシー：

cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault

-identity-preserve true
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ポリシータイプがのカスタムポリシーを作成しているとします `async-mirror`次の例は、SnapMirror DR
関係を作成します。

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity

-preserve true

ポリシータイプがのカスタムポリシーを作成しているとします `mirror-vault`次の例は、ユニファイドレプ
リケーション関係を作成します。

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity

-preserve true

5. デスティネーション SVM を停止します。

vserver stop

SVM name

次の例は、 dvs1 という名前のデスティネーション SVM を停止します。

cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1

6. 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、 SVM レプリケーション関係を初期
化します： +

snapmirror initialize -source-path SVM_name: -destination-path SVM_name:

次の例は、ソースSVM間の関係を初期化します。 svm1`およびデスティネーションSVM `svm_backup
：

cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination

-path svm_backup:

SVM レプリケーション対象から LIF と関連ネットワークの設定を除外

ソースとデスティネーションのSVMが異なるサブネットにある場合は、を使用できます

-discard-configs network のオプション snapmirror policy create LIFと関
連ネットワーク設定をSVMレプリケーション対象から除外するコマンド。

必要なもの

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。
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詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成" および "SVM のクラスタ間ピア関係を作
成します"。

このタスクについて

。 -identity-preserve のオプション snapmirror create コマンドはに設定する必要があります true
SVMレプリケーション関係の作成時。

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。

手順

1. デスティネーション SVM を作成します。

vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination

SVM 名はソースクラスタとデスティネーションクラスタの間で一意である必要があります。

次の例は、という名前のデスティネーションSVMを作成します svm_backup：

cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination

2. デスティネーションクラスタから、を使用してSVMピア関係を作成します vserver peer create コマ
ンドを実行します

詳細については、を参照してください "SVM のクラスタ間ピア関係を作成します"。

3. ジョブスケジュールを作成します。

job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week

-day day_of_month -hour hour -minute minute

の場合 -month、 -dayofweek`および `-hour`を指定できます `all 毎月、曜日、および時間ごとに
ジョブを実行します。

SVM SnapMirror関係にあるFlexVol ボリュームに対してサポートされる最小スケジュール
（RPO）は15分です。SVM SnapMirror関係にあるFlexGroup ボリュームに対してサポート
される最小スケジュール（RPO）は30分です。

次の例は、という名前のジョブスケジュールを作成します my_weekly 土曜日の午前3時に実行されま
す。

cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek

"Saturday" -hour 3 -minute 0

4. カスタムレプリケーションポリシーを作成します。

snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-

mirror|vault|mirror-vault -comment comment -tries transfer_tries -transfer

-priority low|normal -is-network-compression-enabled true|false -discard
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-configs network

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、 LIF を除外する SnapMirror DR 用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy

DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network

次の例は、 LIF を除外するユニファイドレプリケーション用のカスタムレプリケーションポリシーを作成
します。

cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy

unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network

5. 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次のコマンドを実行して、レプリケー
ション関係を作成します。

snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP

-schedule schedule -policy policy -identity-preserve true|false

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、 LIF を除外する SnapMirror DR 関係を作成します。

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs

-identity-preserve true

次の例は、 LIF を除外する SnapMirror ユニファイドレプリケーション関係を作成します。

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs

-identity-preserve true

6. デスティネーション SVM を停止します。

vserver stop

SVM name

次の例は、 dvs1 という名前のデスティネーション SVM を停止します。
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cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1

7. 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、レプリケーション関係を初期化しま
す。

snapmirror initialize -source-path SVM: -destination-path SVM:

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、ソース間の関係を初期化します。 svm1 目的地、 svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination

-path svm_backup:

完了後

災害発生時のデータアクセス用に、デスティネーション SVM でネットワークとプロトコルを設定する必要が
あります。

ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定を SVM レプリケーション対象から除外します

を使用できます -identity-preserve false のオプション snapmirror create
SVMのボリュームとセキュリティ設定のみをレプリケートするコマンド。一部のプロト
コルとネームサービスの設定も保持されます。

必要なもの

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立され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 "クラスタピア関係を作成" および "SVM のクラスタ間ピア関係を作成
します"。

このタスクについて

保持されているプロトコルおよびネームサービスの設定のリストについては、を参照してください "SVM DR
関係でレプリケートされる設定"。

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。

手順

1. デスティネーション SVM を作成します。

vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination

SVM 名はソースクラスタとデスティネーションクラスタの間で一意である必要があります。

次の例は、という名前のデスティネーションSVMを作成します svm_backup：
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cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination

2. デスティネーションクラスタから、を使用してSVMピア関係を作成します vserver peer create コマ
ンドを実行します

詳細については、を参照してください "SVM のクラスタ間ピア関係を作成します"。

3. レプリケーションジョブスケジュールを作成

job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week

-day day_of_month -hour hour -minute minute

の場合 -month、 -dayofweek`および `-hour`を指定できます `all 毎月、曜日、および時間ごとに
ジョブを実行します。

SVM SnapMirror関係にあるFlexVol ボリュームに対してサポートされる最小スケジュール
（RPO）は15分です。SVM SnapMirror関係にあるFlexGroup ボリュームに対してサポート
される最小スケジュール（RPO）は30分です。

次の例は、という名前のジョブスケジュールを作成します my_weekly 土曜日の午前3時に実行されま
す。

cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek

"Saturday" -hour 3 -minute 0

4. ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定を除外するレプリケーション関係を作成します。

snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP

-schedule schedule -policy policy -identity-preserve false

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例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。

次の例は、デフォルトのを使用して、SnapMirror DR関係を作成します MirrorAllSnapshots ポリシー
：この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が SVM レプリケーションから除
外されます。

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots

-identity-preserve false

次の例は、デフォルトを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します MirrorAndVault
ポリシー：この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が除外されます。
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cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:

-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve

false

ポリシータイプがのカスタムポリシーを作成しているとします `async-mirror`次の例は、SnapMirror DR関
係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が SVM レプリケ
ーションから除外されます。

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity

-preserve false

ポリシータイプがのカスタムポリシーを作成しているとします `mirror-vault`次の例は、ユニファイドレプ
リケーション関係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が
SVM レプリケーションから除外されます。

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity

-preserve false

5. デスティネーション SVM を停止します。

vserver stop

SVM name

次の例は、 dvs1 という名前のデスティネーション SVM を停止します。

destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1

6. SMB を使用する場合は、 SMB サーバも設定する必要があります。

を参照してください "SMB のみ： SMB サーバの作成"。

7. 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、 SVM レプリケーション関係を初期
化します。

snapmirror initialize -source-path SVM_name: -destination-path SVM_name:

完了後

災害発生時のデータアクセス用に、デスティネーション SVM でネットワークとプロトコルを設定する必要が
あります。
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SVM DR 関係に使用するアグリゲートを指定する

ディザスタリカバリSVMを作成すると、を使用できます aggr-list オプションを指定

します vserver modify SVM DRデスティネーションボリュームのホストに使用する
アグリゲートを制限するコマンド。

ステップ

1. デスティネーション SVM を作成します。

vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination

2. ディザスタリカバリ SVM の aggr-list を変更して、ディザスタリカバリ SVM のボリュームをホストする
際に使用するアグリゲートを制限します。

cluster_dest::> vserver modify -vserver SVM -aggr-list <comma-separated-list>

SMB のみ： SMB サーバを作成

ソースSVMでSMB構成が使用されていて、をに選択した場合 identity-preserve 終
了： `false`では、デスティネーションSVM用のSMBサーバを作成する必要がありま
す。SnapMirror 関係の初期化の際、共有などの一部の SMB 構成では SMB サーバが必
要です。

手順

1. を使用して、デスティネーションSVMを起動します vserver start コマンドを実行します

destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1

[Job 30] Job succeeded: DONE

2. デスティネーションSVMがにあることを確認します running 状態およびサブタイプはです dp-

destination を使用します vserver show コマンドを実行します

destination_cluster::> vserver show

                                   Admin      Operational Root

Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume

Aggregate

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

----------

dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -

3. を使用してLIFを作成します network interface create コマンドを実行します

132



destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1

-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home

-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128

4. を使用してルートを作成します network route create コマンドを実行します

destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination

0.0.0.0/0

-gateway 192.0.2.1

"Network Management の略"

5. を使用してDNSを設定します vserver services dns create コマンドを実行します

destination_cluster::>vserver services dns create -domains

mydomain.example.com -vserver

dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled

6. を使用して、優先ドメインコントローラを追加します vserver cifs domain preferred-dc add コ
マンドを実行します

destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1

-preferred-dc

192.0.2.128 -domain mydomain.example.com

7. を使用してSMBサーバを作成します vserver cifs create コマンドを実行します

destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain

mydomain.example.com

-cifs-server CIFS1

8. を使用して、デスティネーションSVMを停止します vserver stop コマンドを実行します

destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1

[Job 46] Job succeeded: DONE

SVM レプリケーション対象からボリュームを除外

デフォルトでは、ソース SVM のすべての RW データボリュームがレプリケートされま
す。保護する必要がないボリュームがソースSVMにある場合は、を使用します
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-vserver-dr-protection unprotected のオプション volume modify SVMレ
プリケーション対象からボリュームを除外するコマンド。

手順

1. SVM レプリケーション対象からボリュームを除外します。

volume modify -vserver SVM -volume volume -vserver-dr-protection unprotected

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、ボリュームを除外します volA_src SVMレプリケーションから：

cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr

-protection unprotected

除外したボリュームをあとで SVM レプリケーション対象に含めるには、次のコマンドを実行します。

volume modify -vserver SVM -volume volume -vserver-dr-protection protected

ボリュームの例を次に示します volA_src SVMレプリケーションで、次の処理を行います。

cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr

-protection protected

2. の説明に従って、 SVM レプリケーション関係を作成して初期化します "SVM の設定全体のレプリケート
"。

SVM DR デスティネーションからのデータの提供

SVM ディザスタリカバリのワークフロー

災害からリカバリしてデスティネーション SVM からデータを提供するには、デスティ
ネーション SVM をアクティブ化する必要があります。デスティネーション SVM のアク
ティブ化では、スケジュールされた SnapMirror 転送の停止、実行中の SnapMirror 転送
の中止、レプリケーション関係の解除、ソース SVM の停止、デスティネーション SVM
の起動が実行されます。
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SVM デスティネーションボリュームを書き込み可能にします

クライアントにデータを提供する前に、 SVM デスティネーションボリュームを書き込
み可能にする必要があります。手順は、 1 つの例外を除いて、ボリュームレプリケーシ

ョン用の手順とほとんど同じです。設定した場合 -identity-preserve true SVMレ
プリケーション関係を作成したら、デスティネーションSVMをアクティブ化する前にソ
ースSVMを停止する必要があります。

このタスクについて

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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ディザスタリカバリのシナリオでは、ソース SVM とそのデータにアクセスできなくなり、前
回の再同期後の更新が無効または破損している可能性があるため、ソース SVM からディザス
タリカバリのデスティネーション SVM への SnapMirror 更新を実行できません。

手順

1. 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、デスティネーションへのスケジュー
ルされた転送を停止します。

snapmirror quiesce -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、ソースSVM間のスケジュールされた転送を停止します svm1 およびデスティネーションSVM

svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

2. 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、デスティネーションへの実行中の転
送を停止します。

snapmirror abort -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、ソースSVM間の実行中の転送を停止します svm1 およびデスティネーションSVM

svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

3. 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、レプリケーション関係を解除しま
す。

snapmirror break -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、ソースSVM間の関係を解除します svm1 およびデスティネーションSVM svm_backup：
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cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

4. 設定した場合 -identity-preserve true SVMレプリケーション関係を作成したら、ソースSVMを停
止します。

vserver stop -vserver SVM

次の例は、ソースSVMを停止します svm1：

cluster_src::> vserver stop svm1

5. デスティネーション SVM を起動します。

vserver start -vserver SVM

次の例は、デスティネーションSVMを起動します svm_backup：

cluster_dst::> vserver start svm_backup

完了後

の説明に従って、データアクセス用の SVM デスティネーションボリュームを設定します "データアクセス用
のデスティネーションボリュームを設定"。

ソース SVM を再アクティブ化する

ソース SVM の再アクティブ化ワークフロー

災害発生後もソース SVM が残っている場合は、そのソース SVM を再アクティブ化し、
SVM ディザスタリカバリ関係を再作成して保護できます。
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元のソース SVM を再アクティブ化する

デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソース SVM とデ
スティネーション SVM 間で元のデータ保護関係を再確立できます。手順は、 1 つの例
外を除いて、ボリュームレプリケーション用の手順とほとんど同じです。ソース SVM
を再アクティブ化するには、デスティネーション SVM を停止する必要があります。

必要なもの

デスティネーションボリュームからデータを提供している間にそのサイズを拡張した場合は、ソースボリュー
ムを再アクティブ化する前に、元のソースボリュームを十分拡張できるように max-autosize を手動で増やす
必要があります。

"デスティネーションボリュームが自動的に拡張される状況"

このタスクについて

ONTAP 9.11.1以降では、を使用して、ディザスタリカバリのリハーサル中の再同期時間を短縮できます

-quick-resync true のオプション snapmirror resync SVM DR関係の逆再同期を実行する際のコマン
ド。迅速な再同期により、Data Warehouseの再構築およびリストア処理をバイパスすることで、本番環境に
戻るまでの時間を短縮できます。

クイック再同期では、デスティネーションボリュームのストレージ効率は維持されません。ク
イック再同期を有効にすると、デスティネーションボリュームで使用されるボリュームスペー
スが増加する可能性があります。
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この手順は、元のソースボリュームにあるベースラインが損なわれていないことを前提としています。ベース
ラインが損なわれている場合は、手順を実行する前に、データの提供元のボリュームと元のソースボリューム
の間の関係を作成して初期化する必要があります。

コマンドの完全なコマンド構文については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. 元のソース SVM または元のソースクラスタから、元の SVM DR 関係と同じ設定、ポリシー、および ID
保持設定を使用して、リバース SVM DR 関係を作成します。

snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元であるSVM間の関係を作成します。 svm_backup`および元のソースSVM

`svm1：

cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

2. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、データ保護関係を反転しま
す。

snapmirror resync -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピ
ークの時間帯に実行することを推奨します。

ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは

失敗します。使用 snapmirror initialize をクリックして関係を再初期化してくださ
い。

次の例は、元のソースSVM間の関係を反転します。 svm1`およびデータの提供元のSVM `svm_backup
：

cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

quick-resyncオプションの使用例：

cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination

-path svm1: -quick-resync true
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3. 元のソース SVM へのデータアクセスを再確立する準備ができたら、元のデスティネーション SVM を停
止して、元のデスティネーション SVM に現在接続されているクライアントをすべて切断します。

vserver stop -vserver SVM

次の例は、現在データを提供している元のデスティネーション SVM を停止します。

cluster_dst::> vserver stop svm_backup

4. を使用して、元のデスティネーションSVMの状態がstoppedであることを確認します vserver show コ
マンドを実行します

cluster_dst::> vserver show

                                  Admin      Operational Root

Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume

Aggregate

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

----------

svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv

aggr1

5. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係の最終更新を実
行し、元のデスティネーション SVM から元のソース SVM にすべての変更を転送します。

snapmirror update -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元である元のデスティネーションSVMの間の関係を更新します,svm_backup`お

よび元のソースSVM `svm1：

cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

6. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係のスケジュール
された転送を停止します。

snapmirror quiesce -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元のSVM間のスケジュールされた転送を停止します。 svm_backup`および元

のSVM `svm1：

140



cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

7. 最後の更新が完了し、関係のステータスが「 Quiesced 」と表示されたら、元のソース SVM または元の
ソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係を解除します。

snapmirror break -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元であった元のデスティネーションSVM間の関係を解除します。 svm_backup`

および元のソースSVM `svm1：

cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

8. 元のソース SVM が以前に停止されていた場合は、元のソースクラスタから元のソース SVM を起動しま
す。

vserver start -vserver SVM

次の例は、元のソース SVM を起動します。

cluster_src::> vserver start svm1

9. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、元のデータ保護関係を再確
立します。

snapmirror resync -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、元のソースSVM間の関係を再確立します。 svm1`および元のデスティネーションSVM

`svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

10. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転したデータ保護関係を削
除します。

snapmirror delete -source-path SVM: -destination-path SVM:
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で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、元のデスティネーションSVM間の反転した関係を削除します。 svm_backup`および元のソー

スSVM `svm1：

cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

11. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、反転したデータ保護関係を
解放します。

snapmirror release -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、元のデスティネーションSVM svm_backupと元のソースSVMの間の反転した関係をリリースし

ます。 svm1

cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

完了後

を使用します snapmirror show コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。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。

元のソース SVM を再アクティブ化する（ FlexGroup ボリュームのみ）

デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソース SVM とデ
スティネーション SVM 間で元のデータ保護関係を再確立できます。FlexGroup ボリュ
ームを使用しているときに元のソース SVM を再アクティブ化するには、元の SVM DR
関係を削除して元の関係を解放してから、関係を反転するなど、いくつかの追加手順を
実行する必要があります。また、スケジュールされた転送を停止する前に、反転した関
係を解放し、元の関係を再作成する必要があります。

手順

1. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、元の SVM DR 関係を削除し
ます。

snapmirror delete -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。
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次の例は、元のソースSVM svm1と元のデスティネーションSVMの間の元の関係を削除します。

svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

2. 元のソース SVM または元のソースクラスタから、 Snapshot コピーはそのまま保持したまま元の関係を
解放します。

snapmirror release -source-path SVM: -destination-path SVM: -relationship-info

-only true

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、元のソースSVM svm1と元のデスティネーションSVMの間の元の関係をリリースします。

svm_backup。

cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path

svm_backup: -relationship-info-only true

3. 元のソース SVM または元のソースクラスタから、元の SVM DR 関係と同じ設定、ポリシー、および ID
保持設定を使用して、リバース SVM DR 関係を作成します。

snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元であるSVM間の関係を作成します。 svm_backup`および元のソースSVM

`svm1：

cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

4. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、データ保護関係を反転しま
す。

snapmirror resync -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピ
ークの時間帯に実行することを推奨します。
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ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは

失敗します。使用 snapmirror initialize をクリックして関係を再初期化してくださ
い。

次の例は、元のソースSVM間の関係を反転します。 svm1`およびデータの提供元のSVM `svm_backup
：

cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

5. 元のソース SVM へのデータアクセスを再確立する準備ができたら、元のデスティネーション SVM を停
止して、元のデスティネーション SVM に現在接続されているクライアントをすべて切断します。

vserver stop -vserver SVM

次の例は、現在データを提供している元のデスティネーション SVM を停止します。

cluster_dst::> vserver stop svm_backup

6. を使用して、元のデスティネーションSVMの状態がstoppedであることを確認します vserver show コ
マンドを実行します

cluster_dst::> vserver show

                                  Admin      Operational Root

Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume

Aggregate

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

----------

svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv

aggr1

7. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係の最終更新を実
行し、元のデスティネーション SVM から元のソース SVM にすべての変更を転送します。

snapmirror update -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元である元のデスティネーションSVMの間の関係を更新します,svm_backup`お

よび元のソースSVM `svm1：

cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:
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8. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係のスケジュール
された転送を停止します。

snapmirror quiesce -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元のSVM間のスケジュールされた転送を停止します。 svm_backup`および元

のSVM `svm1：

cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

9. 最後の更新が完了し、関係のステータスが「 Quiesced 」と表示されたら、元のソース SVM または元の
ソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係を解除します。

snapmirror break -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元であった元のデスティネーションSVM間の関係を解除します。 svm_backup`

および元のソースSVM `svm1：

cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

10. 元のソース SVM が以前に停止されていた場合は、元のソースクラスタから元のソース SVM を起動しま
す。

vserver start -vserver SVM

次の例は、元のソース SVM を起動します。

cluster_src::> vserver start svm1

11. 元のソース SVM または元のソースクラスタから、反転した SVM DR 関係を削除します。

snapmirror delete -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、元のデスティネーションSVM svm_backupと元のソースSVMの間の反転した関係を削除しま
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す。 svm1：

cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination

-path svm1:

12. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、反転した関係を解放し、
Snapshot コピーはそのままにします。

snapmirror release -source-path SVM: -destination-path SVM: -relationship-info

-only true

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、元のデスティネーション SVM svm_backup と元のソース SVM svm1 の間の反転した関係を解
放します。

cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination

-path svm1: -relationship-info-only true

13. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、元の関係を再作成します。
元の SVM DR 関係と同じ設定、ポリシー、および identity-preserve 設定を使用します。

snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、元のソースSVM間の関係を作成します。 svm1`および元のデスティネーションSVM

`svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

14. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、元のデータ保護関係を再確
立します。

snapmirror resync -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、元のソースSVM間の関係を再確立します。 svm1`および元のデスティネーションSVM

`svm_backup：
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cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

ボリュームのレプリケーション関係を SVM のレプリケーション関係に変換します

ソース上の各ボリューム（ルートボリュームを除く）がレプリケートされている場合
は、ボリューム間のレプリケーション関係を、そのボリュームを所有する Storage
Virtual Machine （ SVM ）間のレプリケーション関係に変換できます。 また、ソースの
各ボリューム（ルートボリュームを含む）の名前は、デスティネーションのボリューム
と同じになります。

このタスクについて

を使用します volume rename SnapMirror関係がアイドル状態のときにコマンドを実行し、必要に応じてデ
スティネーションボリュームの名前を変更します。

手順

1. 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次のコマンドを実行して、ソースとデ
スティネーションのボリュームを再同期します。

snapmirror resync -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volume -type

DP|XDP -schedule schedule -policy policy

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。

再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。
再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

次の例は、ソースボリューム間の関係を再同期します volA オン svm1 デスティネーションボリュームを

指定します volA オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination

-path svm_backup:volA

2. の説明に従って、ソースとデスティネーションの SVM 間に SVM レプリケーション関係を作成します
"SVM 設定のレプリケート"。

を使用する必要があります -identity-preserve true のオプション snapmirror create コマンド
を使用してレプリケーション関係を作成します。

3. デスティネーション SVM を停止します。

vserver stop -vserver SVM

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、デスティネーションSVMを停止します svm_backup：
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cluster_dst::> vserver stop svm_backup

4. 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次のコマンドを実行して、ソースとデ
スティネーションの SVM を再同期します。

snapmirror resync -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP

-schedule schedule -policy policy

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。

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。
再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

次の例は、ソースSVM間の関係を再同期します svm1 およびデスティネーションSVM svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

SVM レプリケーション関係を削除します

を使用できます snapmirror delete および snapmirror release SVMレプリケー
ション関係を削除するコマンド。続いて、不要なデスティネーションボリュームを手動
で削除できます。

このタスクについて

。 snapmirror release コマンドは、SnapMirrorで作成されたSnapshotコピーをソースから削除します。

を使用できます -relationship-info-only Snapshotコピーを保持するオプション。

コマンドの完全なコマンド構文については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. 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次のコマンドを実行して、レプリケー
ション関係を解除します。

snapmirror break -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、ソースSVM間の関係を解除します svm1 およびデスティネーションSVM svm_backup：
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cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

2. 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次のコマンドを実行して、レプリケー
ション関係を削除します。

snapmirror delete -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、ソースSVM間の関係を削除します svm1 およびデスティネーションSVM svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

3. ソースクラスタまたはソース SVM から次のコマンドを実行して、ソース SVM からレプリケーション関
係情報をリリースします。

snapmirror release -source-path SVM: -destination-path SVM:

で、SVM名のあとにコロン（：）を入力する必要があります -source-path および

-destination-path オプション（ Options ）以下の例を参照してください。

次の例は、指定したレプリケーション関係の情報をソースSVMからリリースします svm1：

cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path

svm_backup:

SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションを管理します

SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションの概要を管理します

NAS 環境内のすべての SVM には一意のネームスペースがあります。オペレーティング
システムと関連情報を含む svm_root ボリュームは、ネームスペース階層へのエントリ
ポイントです。ノードに障害やフェイルオーバーが発生したときに引き続きクライアン
トからデータにアクセスできるようにするには、 SVM ルートボリュームの負荷共有ミ
ラーコピーを作成する必要があります。

SVM ルートボリュームの負荷共有ミラーの主な目的は負荷共有ではなく、ディザスタリカバリにあります。

• ルートボリュームが一時的に使用できなくなった場合は、負荷共有ミラーによって、ルートボリュームの
データへの読み取り専用アクセスが自動的に提供されます。
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• ルートボリュームが完全に使用できなくなった場合は、いずれかの負荷共有ボリュームを昇格させて、ル
ートボリュームのデータへの書き込みアクセスを提供できます。

負荷共有ミラー関係を作成して初期化

クラスタ内の NAS データを提供する各 SVM ルートボリュームについて、負荷共有ミラ
ー（ LSM ）を作成する必要があります。LSM は、ルートボリュームを含むノード（ HA
ペアのパートナーノードなど）以外のノード、またはできれば別の HA ペア内のノード
に作成できます。2 ノードクラスタの場合は、 SVM ルートボリュームがあるノードのパ
ートナーに LSM を作成する必要があります。

このタスクについて

同じノードで LSM を作成した場合は、ノードが使用できなくなると単一点障害が発生します。クライアント
から引き続きデータにアクセスできるようにするためのコピーをもう 1 つ作成する必要はありません。ただ
し、ルートボリュームを含むノード以外のノードや別の HA ペアに LSM を作成しても、停止してもデータに
アクセスできます。

たとえば、 4 ノードクラスタの 3 つのノードにルートボリュームがある場合、次のようになります。

• HA 1 のノード 1 のルートボリュームについて、 HA 2 のノード 1 または HA 2 のノード 2 に LSM を作成
します。

• HA 1 のノード 2 のルートボリュームについて、 HA 2 のノード 1 または HA 2 のノード 2 に LSM を作成
します。

• HA 2 のノード 1 のルートボリュームについて、 HA 1 のノード 1 または HA 1 のノード 2 に LSM を作成
します。

手順

1. LSM のデスティネーションボリュームを作成します。

volume create -vserver SVM -volume volume -aggregate aggregate -type DP -size

size

デスティネーションボリュームのサイズは、ルートボリュームと同じかそれ以上である必要があります。

ルートボリュームとデスティネーションボリュームの名前にサフィックス（など）を付けることを推奨し

ます _root および _m1。

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、ルートボリューム用の負荷共有ミラーボリュームを作成します svm1_root インチ

cluster_src：

cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate

aggr_1 -size 1gb -state online -type DP

2. の説明に従って、レプリケーションジョブスケジュールを作成します "レプリケーションジョブスケジュ
ールを作成します"。
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3. SVM ルートボリュームと LSM のデスティネーションボリュームの間に負荷共有ミラー関係を作成しま
す。

snapmirror create -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination

-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -type LS -schedule schedule

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、ルートボリューム間に負荷共有ミラー関係を作成します svm1_root および負荷共有ミラーボ

リューム svm1_m1：

cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root

-destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly

負荷共有ミラーのtype属性がから変更されます DP 終了： LS。

4. 負荷共有ミラーを初期化します。

snapmirror initialize-ls-set -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume

初期化には時間がかかる場合があります。ベースライン転送はオフピークの時間帯に実行することを推奨
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、ルートボリュームの負荷共有ミラーを初期化します svm1_root：

cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root

負荷共有ミラー関係を更新

負荷共有ミラー（LSM）関係は、SVM内のボリュームのマウントまたはアンマウント

後、およびの実行中にSVMルートボリュームの自動更新されます volume create
junction-pathオプションを含む処理。LSM 関係を更新する必要がある場合は、スケジュ
ールされた次回の更新前に LSM 関係を更新できます。

負荷共有ミラー関係は、次の場合に自動的に更新されます。

• 今こそ、スケジュールされた更新を実行するときです

• マウントまたはアンマウント処理は、 SVM ルートボリューム内のボリュームに対して実行されます

• A volume create を含むコマンドが実行されます juntion-path オプション

ステップ

1. 負荷共有ミラー関係を手動で更新します。

snapmirror update-ls-set -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume
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次の例は、ルートボリュームの負荷共有ミラー関係を更新します svm1_root：

cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root

負荷共有ミラーを昇格

ルートボリュームが完全に使用できなくなった場合は、負荷共有ミラー（ LSM ）ボリュ
ームを昇格して、ルートボリュームのデータへの書き込みアクセスを提供できます。

必要なもの

このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドを使用する必要があります。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

set -privilege advanced

2. LSM ボリュームを昇格します。

snapmirror promote -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/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、ボリュームを昇格します svm1_m2 新しいSVMルートボリュームとして、次の手順を実行しま
す。

cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

Warning: Promote will delete the offline read-write volume

         cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with

         cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,

         it is not possible to determine whether this promote will

         affect other relationships associated with this source.

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

入力するコマンド y。ONTAP によって LSM ボリュームが読み取り / 書き込み可能になり、アクセス可能
な場合は元のルートボリュームが削除されます。

最後の更新が最近行われていない場合は、昇格されたルートボリュームに元のルートボリ
ュームのデータがすべて含まれているとは限りません。

3. admin 権限レベルに戻ります。

set -privilege admin

4. ルートボリュームに使用した命名規則に従って、昇格されたボリュームの名前を変更します。
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volume rename -vserver SVM -volume volume -newname new_name

次の例は、昇格されたボリュームの名前を変更します svm1_m2 名前は svm1_root：

cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname

svm1_root

5. の手順3~4の説明に従って、名前を変更したルートボリュームを保護します "負荷共有ミラー関係を作成し
て初期化しています"。

SnapMirror の技術的な詳細

パス名のパターンマッチングを使用します

パターンマッチングを使用すると、でソースパスとデスティネーションパスを指定でき

ます snapmirror コマンド

`snapmirror` コマンドでは、次の形式の完全修飾パス名を使用します。

`vserver:volume`。SVM

名を入力せずにパス名を省略できます。この操作を実行すると、が表示されます `snapmirror`

コマンドは、ユーザのローカルSVMコンテキストを前提としています。

SVMの名前が「vserver1」、ボリュームの名前が「vol1」とすると、完全修飾パス名はになります

vserver1:vol1。

パス名にアスタリスク（ * ）をワイルドカードとして使用すると、一致する完全修飾パス名を選択できます。
次の表に、ワイルドカードを使用して特定範囲のボリュームを選択する例を示します。

* すべてのパスに一致します。

vs* SVM名の先頭がであるすべてのSVMおよびボリュー

ムが一致します vs。

:*src ボリューム名にを含むすべてのSVMが一致します

src テキスト。

:vol ボリューム名の先頭がであるすべてのSVMが一致し

ます vol。
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vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

 

Progress

Source              Destination  Mirror        Relationship  Total

Last

Path          Type  Path         State         Status        Progress

Healthy Updated

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

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

vs1:sm_src2

              DP   vs2:sm_dest1

                                Snapmirrored  Idle           -

true    -

拡張クエリを使用して、多数の SnapMirror 関係を操作できます

拡張クエリを使用すると、複数の SnapMirror 関係に対して SnapMirror 処理を一度に実
行できます。たとえば、初期化されていない SnapMirror 関係が複数ある場合に、それら
の関係を 1 つのコマンドで初期化できます。

このタスクについて

拡張クエリは、次の SnapMirror 処理に適用できます。

• 初期化されていません

• 休止されていた関係を再開

• 解除した関係を再同期して

• アイドル状態の関係を更新中です

• 関係のデータ転送を中止しています

ステップ

1. 多数の関係に対して SnapMirror 処理を実行します。

snapmirror command {-state state } *

次のコマンドは、内のSnapMirror関係を初期化します Uninitialized 都道府県：

vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *

ミラー - ヴォールト構成で共通の Snapshot コピーを作成する

を使用できます snapmirror snapshot-owner create ミラー-ヴォールト構成のセ
カンダリにラベル付きのSnapshotコピーを保持するコマンド。これにより、バックアッ
プ関係の更新用の共通の Snapshot コピーが確保されます。
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このタスクについて

ミラー - ヴォールトファンアウト構成またはカスケード構成を組み合わせて使用する場合は、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 コピーが存在しなければ更新が失敗するという点を考
慮する必要があります。

SnapMirror は、更新を実行する前に必ずソースボリュームの Snapshot コピーを作成するため、ミラー - ヴォ
ールトファンアウト構成またはカスケード構成ではミラー関係の問題を使用することはありません。

ただし、バックアップ関係の更新時にソースボリュームの Snapshot コピーが SnapMirror によって作成され
ないため、 SnapMirror はバックアップ関係の問題になる場合があります。を使用する必要があります

snapmirror snapshot-owner create バックアップ関係のソースとデスティネーションの両方に共通
のSnapshotコピーを少なくとも1つ確保する必要があります。

手順

1. ソースボリュームで、保持するラベル付きの Snapshot コピーに所有者を割り当てます。

snapmirror snapshot-owner create -vserver SVM -volume volume -snapshot

snapshot -owner owner

次の例は、を割り当てます ApplicationA の所有者として snap1 Snapshotコピー：

clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1

-snapshot snap1 -owner ApplicationA

2. の説明に従って、ミラー関係を更新します "レプリケーション関係を手動で更新する"。

または、ミラー関係のスケジュールされた更新が行われるまで待つこともできます。

3. ラベル付きの Snapshot コピーをヴォールトデスティネーションに転送します。

snapmirror update -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。

次の例は、を転送します snap1 Snapshot コピー

clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1

-source-snapshot snap1

ヴォールト関係の更新時にラベル付きの Snapshot コピーが保持されます。

4. ソースボリュームで、ラベル付きの Snapshot コピーから所有者を削除します。

snapmirror snapshot-owner delete -vserver SVM -volume volume -snapshot

snapshot -owner owner

次の例は、を削除します ApplicationA の所有者として snap1 Snapshotコピー：
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clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1

-snapshot snap1 -owner ApplicationA

SnapMirror 関係に対応した ONTAP バージョン

SnapMirror データ保護関係を作成する前に、ソースボリュームとデスティネーションボ
リュームで互換性のある ONTAP バージョンが実行されていることを確認する必要があ
ります。

バージョンに依存しないレプリケーションは、 SVM レプリケーションではサポートされませ
ん。

ユニファイドレプリケーション関係

「 xdmp` 」タイプの SnapMirror 関係では、オンプレミスまたは Cloud Volumes ONTAP リリースを使用しま
す。

ONTAP 9.9.9..0以降：

• ONTAP 9.xリリースはクラウドのみのリリースで、Cloud Volumes ONTAP （CVO）システ
ムをサポートしています。リリースバージョンのあとにアスタリスク（*）が表示されてい
る場合、クラウドのみのリリースです。

• ONTAP 9.xリリースは、一般リリースで、オンプレミスシステムとCVOシステムの両方を
サポートします。

左側の列から、より新しいバージョンの ONTAP を探します。上部の列から、下位の ONTAP
バージョンを探して相互運用性を確認してください。双方向の互換性があります。

• ONTAP バージョン9.3以降との相互運用性*

ONT
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ONTAP の以前のバージョンとの相互運用性…

9.13.
1.

9.13.
0 *

9.12.
1:

9.12.
0 *

9.11.
1

9.11.
0*

9.10.
1

9.10.
0 *

9.9.1 9.9..
0 *

9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3

9.13.
1.

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

9.13.
0 *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

いい
え

* は
い *

いい
え

* は
い *

いい
え

* は
い *

いい
え

* は
い *

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

9.12.
1:

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

9.12.
0 *

* は
い *

いい
え

* は
い *

* は
い *

* は
い *

いい
え

* は
い *

いい
え

* は
い *

いい
え

* は
い *

* は
い *

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

156



ONT

AP
バー
ジョ
ン…

ONTAP の以前のバージョンとの相互運用性…
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いい
え

* は
い *

該当
なし

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

いい
え

いい
え

9.8 * は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

いい
え

* は
い *

9.7 いい
え

いい
え

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

いい
え

* は
い *

9.6 いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

いい
え

* は
い *

9.5 いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

9.4 いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

* は
い *

* は
い *

* は
い *

9.3 いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

いい
え

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

* は
い *

SnapMirror Synchronous 関係

ONTAP クラウドインスタンスではSnapMirror Synchronousはサポートされません。

ONTAP
バージョ
ン…

ONTAP の以前のバージョンとの相互運用性…

9.13.1. 9.12.1: 9.11.1 9.10.1 9.9.1 9.8 9.7 9.6 9.5

9.13.1. * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * いいえ いいえ

9.12.1: * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * いいえ いいえ

9.11.1 * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * いいえ いいえ いいえ いいえ

9.10.1 いいえ * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * いいえ いいえ いいえ
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9.9.1 いいえ * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * いいえ いいえ

9.8 いいえ * はい * いいえ * はい * * はい * * はい * * はい * * はい * いいえ

9.7 いいえ * はい * いいえ いいえ * はい * * はい * * はい * * はい * * はい *

9.6 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ * はい * * はい * * はい * * はい *

9.5 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ * はい * * はい * * はい *

SnapMirror SVM DR関係

SVM DRデータとSVM保護の場合：

SVM DRは、同じバージョンのONTAP を実行するクラスタ間でのみサポートされます。

SVM移行のためのSVM DRの場合：

• 以前のバージョンのONTAP から新しいバージョンのONTAP へのレプリケーション（ONTAP 9.11.1か
らONTAP 9.12など）が単一方向でサポートされます。

• 次の表に示すように、ターゲットクラスタでONTAP のバージョンが2つを超えないようにする必要があり
ます。

• 長期的なデータ保護のユースケースでは、レプリケーションはサポートされません。

リリースバージョンのあとにアスタリスク（*）が表示されている場合、クラウドのみのリリースです。

ソー
ス

宛先

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9..
0 *

9.9.1 9.10.
0 *

9.10.
1

9.11.
0*

9.11.
1

9.12.
0 *

9.12.
1:

9.13.
0 *

9.13.
1.

9.3 は
い。

は
い。

は
い。

9.4 は
い。

は
い。

は
い。

9.5 は
い。

は
い。

は
い。

9.6 は
い。

は
い。

は
い。

9.7 は
い。

は
い。

は
い。

9.8 は
い。

は
い。

は
い。

9.9..
0 *

は
い。

は
い。

は
い。

9.9.1 は
い。

は
い。

は
い。

9.10.
0 *

は
い。

は
い。

は
い。
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9.10.
1

は
い。

は
い。

は
い。

9.11.
0*

は
い。

は
い。

は
い。

9.11.
1

は
い。

は
い。

は
い。

9.12.
0 *

は
い。

は
い。

は
い。

9.12.
1:

は
い。

は
い。

は
い。

9.13.
0 *

は
い。

は
い。

9.13.
1.

は
い。

SnapMirror DR 関係

タイプが「 `D」 でポリシータイプが「 async 」の SnapMirror 関係の場合：

DPタイプのミラーは、ONTAP 9.11.1以降では初期化できず、ONTAP 9.12.1では完全に廃止さ
れています。詳細については、を参照してください "データ保護SnapMirror関係の廃止"。

次の表で、左側の列はソースボリュームの ONTAP のバージョン、上部の行はデスティネーシ
ョンボリュームで使用できる ONTAP のバージョンを示しています。

ソース 宛先

9.11.1 9.10.1 9.9.1 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.

9.11.1 はい。 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

9.10.1 はい。 はい。 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

9.9.1 はい。 はい。 はい。 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

9.8 いいえ はい。 はい。 はい。 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

9.7 いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

9.6 いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

9.5 いいえ いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

9.4 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 いいえ いいえ いいえ いいえ

9.3 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 いいえ いいえ いいえ

9.2 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 いいえ いいえ

9.1 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 いいえ

9. いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。
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双方向の互換性はありません。

SnapMirror の制限事項

データ保護関係を作成する前に、 SnapMirror の基本的な制限事項を確認しておく必要が
あります。

• 1 つのデスティネーションボリュームにはソースボリュームを 1 つだけ設定できます。

1 個のソースボリュームには複数のデスティネーションボリュームを設定できます。デステ
ィネーションボリュームを任意のタイプの SnapMirror レプリケーション関係のソースボリ
ュームにすることができます。

• 1 個のソースボリュームから最大 8 個のデスティネーションボリュームをファンアウトできます。

• SnapMirror DR 関係のデスティネーションにファイルをリストアすることはできません。

• ソースまたはデスティネーションの SnapVault ボリュームを 32 ビットボリュームにすることはできませ
ん。

• SnapVault 関係のソースボリュームを FlexClone ボリュームにはしないでください。

関係は機能しますが、 FlexClone ボリュームによる効率化の効果が得られなくなります。

SnapLock テクノロジを使用したアーカイブとコンプライアン
ス

SnapLock とは

SnapLock は、規制やガバナンスに準拠するために WORM ストレージを使用して変更不
可能な状態でファイルを保管する組織向けの、ハイパフォーマンスなコンプライアンス
解決策です。

SnapLock を使用すると、SEC 17a-4、HIPAA、FINRA、CFTC、GDPRなどの規制に準拠するために、データ
の削除、変更、または名前変更を防止できます。SnapLock を使用すると、特定の保持期間または無期限に、
ファイルを保存して消去および書き込み不可能な状態にコミットできる特別な目的のボリュームを作成できま
す。SnapLock では、CIFSやNFSなどの標準オープンファイルプロトコルを使用して、ファイルレベルでこの
ようなデータ保持を実行できます。SnapLock でサポートされるオープンファイルプロトコルは、NFS（バー
ジョン2、3、4）とCIFS（SMB 1.0、2.0、および3.0）です。

SnapLock を使用して、ファイルとSnapshotコピーをWORMストレージにコミットし、WORM方式で保護さ
れたデータの保持期間を設定します。SnapLock WORMストレージでは、ネットアップのSnapshotテクノロ
ジを使用し、SnapMirrorレプリケーションとSnapVault バックアップをベーステクノロジとして活用すること
で、データをバックアップリカバリで保護できます。WORMストレージの詳細： "NetApp SnapLock - TR-
4526を使用して準拠したWORMストレージを実現します"。

アプリケーションを使用して、 NFS または CIFS 経由でファイルを WORM にコミットするか、 SnapLock
の自動コミット機能を使用してファイルを自動的にコミットすることができます。追記可能 WORM ファイル
_ を使用すると、ログ情報のように段階的に書き込まれるデータを保持できます。詳細については、を参照し
てください "ボリュームアペンドモードを使用して追記可能 WORM ファイルを作成します"。
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SnapLock でサポートされるデータ保護方法は、ほとんどのコンプライアンス要件に対応します。

• SnapLock for SnapVault を使用して、セカンダリストレージ上の Snapshot コピーを WORM 方式で保護
できます。を参照してください "Snapshot コピーを WORM 状態にコミット"。

• SnapMirror を使用すると、ディザスタリカバリ目的で地理的に離れた別の場所に WORM ファイルをレプ
リケートできます。を参照してください "WORM ファイルをミラーリングします"。

SnapLock は、NetApp ONTAP のライセンスベースの機能です。1 つのライセンスで、 SEC Rule 17a-4 など
の社外規定に準拠するための厳格なコンプライアンスモードと、社内規定に準拠してデジタル資産を保護する
ためのより緩やかなエンタープライズモードで SnapLock を使用できます。SnapLock ライセンス
は、Security and Complianceバンドルに含まれています。

SnapLock は、すべてのAFF およびFAS システム、およびONTAP Select でサポートされていま
す。SnapLock は、ソフトウェアのみの解決策 ではなく、ハードウェアとソフトウェアを統合した解決策 で
す。この違いは、ハードウェアとソフトウェアを統合した解決策 が必要なSEC 17a-4などの厳しいWORM規
制に重要です。詳細については、を参照してください "SEC通訳：ブローカー電子保管-ディーラー記録"。

SnapLock でできること

SnapLock を設定したら、次の作業を実行できます。

• "ファイルを WORM 状態にコミット"

• "セカンダリストレージのSnapshotコピーをWORM状態にコミットします"

• "ディザスタリカバリ用にWORMファイルをミラーリング"

• "リーガルホールドを使用して訴訟の際にWORMファイルを保持する"

• "privileged delete機能を使用してWORMファイルを削除します"

• "ファイルの保持期間を設定します"

• "SnapLock ボリュームを移動"

• "Snapshotコピーをロックしてランサムウェア攻撃から保護する"

• "監査ログでSnapLock の使用状況を確認します"

• "SnapLock APIを使用する"

SnapLock 準拠モードとエンタープライズモード

SnapLock の Compliance モードと Enterprise モードの主な違いは、 WORM ファイルの保護レベルです。

SnapLock モード 保護レベル 保持中のWORMファイル削除

Complianceモード ファイルレベルで指定します 削除できません

Enterpriseモード をクリックします 監査された「privileged delete」手
順 を使用して、コンプライアンス
管理者が削除できます

保持期間が経過したあとに不要となったファイルはすべて削除する必要があります。一度 WORM 状態にコミ
ットされたファイルは、 Compliance モードであるか Enterprise モードであるかに関係なく、保持期間が経過
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したあとも変更することはできません。

WORM ファイルは保持期間中も保持期間後も移動できません。WORM ファイルはコピーできますが、コピ
ーしたファイルは WORM 状態にはなりません。

次の表に、SnapLock のComplianceモードとEnterpriseモードでサポートされる機能の違いを示します。

機能 SnapLock コンプライアンス SnapLock エンタープライズ

privileged deleteを使用してファイ
ルを有効化および削除します

いいえ はい。

ディスクを再初期化する いいえ はい。

保持期間中にSnapLock のアグリゲ
ートとボリュームを削除

いいえ はい。ただし、SnapLock 監査ログ
ボリュームは例外です

アグリゲートまたはボリュームの
名前を変更します

いいえ はい。

ネットアップ以外のディスクを使
用する

いいえ はい（。あり "FlexArray 仮想化")

監査ログにはSnapLock ボリューム
を使用します

はい。 はい、 ONTAP 9.5 以降で使用でき
ます

SnapLock でサポートされる機能とサポートされない機能

次の表に、SnapLock Complianceモード、SnapLock Enterpriseモード、またはその両方でサポートされる機
能を示します。

フィーチャー（ Feature ） SnapLock Complianceでサポート
されます

SnapLock Enterpriseでサポートさ
れます

整合グループ いいえ いいえ

暗号化されたボリューム はい、ONTAP 9.2以降でサポート
されています。の詳細を確認して
ください 暗号化とSnapLock。

はい、ONTAP 9.2以降でサポート
されています。の詳細を確認して
ください 暗号化とSnapLock。

SnapLock アグリゲート
のFabricPool

いいえ はい、ONTAP 9.8以降です。の詳
細を確認してください SnapLock
Enterpriseアグリゲート上
のFabricPool。

Flash Pool アグリゲート はい、ONTAP 9.1以降でサポート
されています。

はい、ONTAP 9.1以降でサポート
されています。
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FlexClone SnapLock ボリュームはクローニン
グできますが、 SnapLock ボリュ
ーム上のファイルはクローニング
できません。

SnapLock ボリュームはクローニン
グできますが、 SnapLock ボリュ
ーム上のファイルはクローニング
できません。

FlexGroup ボリューム はい。ONTAP 9.11.1以降で使用し
てください。の詳細を確認してく
ださい [flexgroup]。

はい。ONTAP 9.11.1以降で使用し
てください。の詳細を確認してく
ださい [flexgroup]。

LUN いいえ いいえ

MetroCluster 構成 はい、ONTAP 9.3以降でサポート
されています。の詳細を確認して
ください MetroCluster のサポー
ト。

はい、ONTAP 9.3以降でサポート
されています。の詳細を確認して
ください MetroCluster のサポー
ト。

マルチ管理者認証（MAV） はい。ONTAP 9.13.1以降でサポー
トされています。の詳細を確認し
てください MAVサポート。

はい。ONTAP 9.13.1以降でサポー
トされています。の詳細を確認し
てください MAVサポート。

SAN いいえ いいえ

単一ファイルの SnapRestore いいえ はい。

SnapMirror によるビジネス継続性 いいえ いいえ

SnapRestore いいえ はい。

SMTape の場合 いいえ いいえ

SnapMirror Synchronous いいえ いいえ

SSD はい、ONTAP 9.1以降でサポート
されています。

はい、ONTAP 9.1以降でサポート
されています。

Storage Efficiency機能 はい。ONTAP 9.9.1以降でサポー
トされています。の詳細を確認し
てください Storage Efficiencyのサ
ポート。

はい。ONTAP 9.9.1以降でサポー
トされています。の詳細を確認し
てください Storage Efficiencyのサ
ポート。

SnapLock Enterpriseアグリゲート上のFabricPool

ONTAP 9.8以降のFabricPoolは、SnapLock エンタープライズアグリゲートでサポートされています。ただ
し、クラウド管理者がそのデータを削除できるため、アカウントチームは、パブリッククラウドまたはプライ
ベートクラウドに階層化されたFabricPool のデータはSnapLock で保護されなくなったことを理解しているこ
とを示すProduct Variance Requestを開く必要があります。
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FabricPool からパブリッククラウドまたはプライベートクラウドに階層化されたデータは、ク
ラウド管理者が削除できるため、SnapLock で保護されなくなります。

FlexGroup ボリューム

SnapLock はONTAP 9.11.1以降でFlexGroup ボリュームをサポートしていますが、次の機能はサポートされま
せん。

• リーガルホールド

• イベントベースの保持

• SnapLock for SnapVault （ONTAP 9.12.1以降でサポート）

また、次の動作についても理解しておく必要があります。

• FlexGroup のボリュームコンプライアンスクロック（VCC）は、ルートコンスティチュエントのVCCによ
って決まります。すべての非ルートコンスティチュエントのVCCはルートのVCCと密接に同期されます。

• SnapLock の設定プロパティは、FlexGroup 全体にのみ設定されます。デフォルトの保持期間や自動コミ
ット期間など、個々のコンスティチュエントごとに異なる設定プロパティを指定することはできません。

MetroCluster のサポート

MetroCluster 構成でのSnapLock のサポートは、SnapLock ComplianceモードとSnapLock Enterpriseモードで
異なります。

SnapLock コンプライアンス

• ONTAP 9.3以降では、ミラーされていないMetroCluster アグリゲートでSnapLock Complianceがサポート
されます。

• ONTAP 9.3以降では、ミラーされたアグリゲートでSnapLock Complianceがサポートされます。ただ
し、SnapLock 監査ログボリュームのホストにアグリゲートが使用される場合のみです。

• MetroCluster を使用して、プライマリサイトとセカンダリサイトにSVM固有のSnapLock 設定をレプリケ
ートできます。

SnapLock エンタープライズ

• ONTAP 9以降では、SnapLock エンタープライズアグリゲートがサポートされます。

• ONTAP 9.3以降では、privileged deleteを使用したSnapLock Enterpriseアグリゲートがサポートされま
す。

• SVM固有のSnapLock 設定は、MetroCluster を使用して両方のサイトにレプリケートできます。

MetroCluster 構成とコンプライアンスクロック

MetroCluster 構成では、 Volume Compliance Clock （ VCC ；ボリュームコンプライアンスクロック）と
System Compliance Clock （ SCC ；システムコンプライアンスクロック）の 2 つのコンプライアンスクロッ
クメカニズムが使用されます。VCC と SCC はすべての SnapLock 構成で使用できます。ノードに新しいボリ
ュームを作成すると、ボリュームの VCC はそのノードの現在の SCC の値に初期化されます。ボリューム作
成後のボリュームとファイルの保持期限の追跡には、常に VCC が使用されます。

ボリュームを別のサイトにレプリケートすると、ボリュームの VCC も一緒にレプリケートされます。ボリュ
ームのスイッチオーバーが発生した場合、サイト A からサイト B へのスイッチオーバーなどで、サイト B の
VCC は引き続き更新されますが、サイト A がオフラインになるとサイト A の SCC が停止します。
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サイト A がオンラインに戻り、ボリュームのスイッチバックが実行されると、サイト A の SCC のクロック
が再開されますが、ボリュームの VCC は引き続き更新されます。VCC は継続的に更新されるため、スイッチ
オーバーやスイッチバックの処理に関係なくファイルの保持期限は SCC に依存せず、期限が延びることはあ
りません。

Multi-Admin Verification（MAV）のサポート

ONTAP 9.13.1以降では、クラスタ管理者がクラスタでマルチ管理者検証を明示的に有効にして、一部
のSnapLock処理を実行する前にクォーラムの承認が必要になるようにすることができます。MAVが有効な場
合は、default-retention-time、minimum-retention-time、maximum-retention-time、volume-append-mode、自
動コミット期間、privileged-deleteなどのSnapLockボリュームプロパティでクォーラムの承認が必要になりま
す。の詳細を確認してください "MAV"。

ストレージ効率

ONTAP 9.9.1以降SnapLock では、SnapLock およびアグリゲートに対して、データコンパクション、ボリュ
ーム間重複排除、適応圧縮などのStorage Efficiency機能がサポートされます。Storage Efficiencyの詳細につい
ては、を参照してください "CLI による論理ストレージ管理の概要"。

暗号化

ONTAP は、ストレージメディアの転用、返却、置き忘れ、盗難に際して保存データが読み取られることがな
いようにソフトウェアベースとハードウェアベースの暗号化テクノロジを提供します。

• 免責事項： * 認証キーが紛失した場合や、認証に失敗した回数が指定した制限を超えたためにドライブが
永続的にロックされた場合、自己暗号化ドライブまたはボリューム上の SnapLock で保護された WORM
ファイルを取得できるかどうかは、ネットアップでは保証できません。認証エラーへの対策はお客様の責
任で行ってください。

ONTAP 9.2 以降では、 SnapLock アグリゲートで暗号化されたボリュームがサポートされま
す。

7-Mode からの移行

7-Mode Transition Toolのコピーベースの移行（CBT）機能を使用して、SnapLock ボリュームを7-Modeか
らONTAP に移行できます。デスティネーションボリュームの SnapLock モードである Compliance または
Enterprise とソースボリュームの SnapLock モードが一致している必要があります。コピーフリーの移行（
CFT ）は SnapLock ボリュームの移行には使用できません。

SnapLock を設定します

SnapLock を設定します

SnapLock を使用する前に、SnapLock ライセンスのインストール、コンプライアンスク
ロックの初期化、SnapLock アグリゲートの作成など、さまざまなタスクを実行し
てSnapLock を設定する必要があります。

ライセンスをインストール

SnapLock ライセンスで SnapLock Compliance モードと SnapLock Enterprise モードの
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両方を使用できます。SnapLock ライセンスは、ノード単位で発行されます。SnapLock
アグリゲートをホストする各ノードのライセンスをインストールする必要があります。

ComplianceモードとEnterpriseモードの詳細については、を参照してください "SnapLock とは"。

必要なもの

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

営業担当者から SnapLock ライセンスキーを入手しておく必要があります。

この作業は、ONTAP システムマネージャまたはONTAP CLIを使用して実行します。

System Manager の略

1. [Cluster]>[設定]>[ライセンス]>[ライセンスの追加]の順に選択します。

2. 「*+追加」をクリックします。

3. [* Browse]をクリックして、ネットアップライセンスファイルを探します。

4. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

CLI の使用

1. ノードの SnapLock ライセンスをインストールします。

system license add -license-code license_key

次のコマンドは、キーを使用してライセンスをインストールします

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA。

cluster1::> system license add -license-code

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. 各ノードライセンスについて、同じ手順を繰り返します。

ComplianceClock を初期化します

SnapLock では、 ComplianceClock を使用して改ざんによる WORM ファイルの保持期
間の変更を防止します。SnapLock アグリゲートをホストする各ノードで、 _system
ComplianceClock _ を初期化する必要があります。ノードで ComplianceClock を初期化
すると、再度初期化することはできません。

必要なもの

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

• ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。

このタスクについて
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システム ComplianceClock の時間は、ボリューム上の WORM ファイルの保持期間を制御する _volume
ComplianceClock _ に継承されます。ボリューム ComplianceClock は、新しい SnapLock ボリュームの作成
時に自動的に初期化されます。

ComplianceClock の初期設定は現在のシステムクロックに基づきます。そのため、
ComplianceClock を初期化する前に、システム時間とタイムゾーンが正しいことを確認してく
ださい。ノードで ComplianceClock を初期化すると、再度初期化することはできません。

System Manager の略

ONTAP 9.12.1以降では、System Managerを使用してSnapLock コンプライアンスクロックを初期化でき
ます。

手順

1. [Cluster]>[Overview]に移動します。

2. [ノード]セクションで、[Initialize SnapLock Compliance Clock*]をクリックします。

3. コンプライアンスクロック列を表示し、コンプライアンスクロックが初期化されていることを確認す
るには、クラスタ>概要>ノード*セクションで*表示/非表示*をクリックし、 SnapLock コンプライア
ンスクロック*を選択します。

CLI の使用

1. システム ComplianceClock を初期化します。

snaplock compliance-clock initialize -node node_name

次のコマンドは、でシステムComplianceClockを初期化します node1：

cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1

2. プロンプトが表示されたら、システムクロックが正しいことと、 ComplianceClock の初期化を確定
します。

Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of

the node "node1" to the current value of the node's system clock.

This procedure can be performed only once on a given node, so you

should ensure that the system time is set correctly before

proceeding.

The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

Do you want to continue? (y|n): y

3. SnapLock アグリゲートをホストする各ノードについて、この手順を繰り返します。
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NTPが設定されたシステムに対してComplianceClockの再同期を有効にします

SnapLock サーバを設定する際に、NTPのComplianceClock時間同期機能を有効にすることができます。

必要なもの

• この機能は、 advanced 権限レベルでのみ使用できます。

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

• ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。

• この機能は、 Cloud Volumes ONTAP 、 ONTAP Select 、および vsim プラットフォームでのみ使用でき
ます。

このタスクについて

SnapLock のセキュアクロックデーモンがしきい値を超えるスキューを検出すると、ONTAP はシステム時間
を使用してシステムとボリュームの両方のComplianceClockをリセットします。スキューのしきい値は 24 時
間に設定されています。つまり、システム ComplianceClock はスキューが 1 日を超えた場合にのみシステム
クロックに同期されます。

SnapLock のセキュアクロックデーモンがスキューを検出し、 ComplianceClock をシステム時間に変更しま
す。ComplianceClock はシステム時間が NTP の時間と同期されている場合しかシステム時間と同期されない
ため、システム時間を変更して ComplianceClock をシステム時間に強制的に同期しようとしても失敗しま
す。

手順

1. NTP サーバを設定する際に、 SnapLock の ComplianceClock 時間同期機能を有効にします。

snaplock compliance-clock ntp

次のコマンドは、システムの ComplianceClock 時間同期機能を有効にします。

cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true

2. プロンプトが表示されたら、設定した NTP サーバが信頼できることと、通信チャネルがセキュアである
ことを確認して機能を有効にします。

3. 機能が有効になっていることを確認します。

snaplock compliance-clock ntp show

次のコマンドは、システムの ComplianceClock 時間同期機能が有効になっていることを確認します。

cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

Enable clock sync to NTP system time: true

SnapLock アグリゲートを作成する

ボリュームを使用します -snaplock-type ComplianceまたはEnterprise SnapLock ボ
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リュームのタイプを指定するオプション。ONTAP 9.10.1 よりも前のリリースでは、
別の SnapLock アグリゲートを作成する必要があります。ONTAP 9.10.1 以降では、
SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じアグリゲート上に配置できるた
め、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の SnapLock アグリゲートを作成する必要
がなくなりました。

必要なもの

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

• ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。

• ノードの ComplianceClock を初期化しておく必要があります。

• ディスクを「 root 」、「 data1 」、および「 d ata2 」としてパーティショニングした場合、スペアデ
ィスクが利用可能であることを確認する必要があります。

アップグレード時の考慮事項

ONTAP 9.10.1 にアップグレードすると、既存の SnapLock アグリゲートおよび非 SnapLock アグリゲートが
SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームの両方の存在をサポートするようにアップグレードされます
が、既存の SnapLock ボリュームの属性は自動的には更新されません。たとえば、データコンパクション、ボ
リューム間重複排除、およびボリューム間バックグラウンド重複排除のフィールドは変更されません。既存の
アグリゲートに作成された新しい SnapLock ボリュームのデフォルト値は SnapLock 以外のボリュームと同じ
で、新しいボリュームおよびアグリゲートのデフォルト値はプラットフォームごとに異なります。

リバートに関する考慮事項

9.10.1 より前のバージョンの ONTAP にリバートする必要がある場合は、すべての SnapLock Compliance ボ
リューム、 SnapLock Enterprise ボリューム、および SnapLock ボリュームをそれぞれ独自の SnapLock アグ
リゲートに移動する必要があります。

このタスクについて

• FlexArray LUN に対して Compliance アグリゲートを作成することはできませんが、 FlexArray
Compliance アグリゲートは SnapLock LUN でサポートされます。

• SyncMirror オプションを使用して Compliance アグリゲートを作成することはできません。

• ミラーされた Compliance アグリゲートを MetroCluster 構成に作成できるのは、アグリゲートを
SnapLock 監査ログボリュームのホストとして使用する場合だけです。

MetroCluster 構成では、ミラーされたアグリゲートとミラーされていないアグリゲートで
SnapLock Enterprise がサポートされます。SnapLock Compliance は、ミラーされていない
アグリゲートでのみサポートされます。

手順

1. SnapLock アグリゲートを作成します。

storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -diskcount

number_of_disks -snaplock-type compliance|enterprise

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、SnapLock を作成します Compliance という名前のアグリゲート aggr1 3本のディス

クをオンにします node1：
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cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1

-diskcount 3 -snaplock-type compliance

SnapLock ボリュームを作成してマウント

WORM 状態にコミットするファイルまたは Snapshot コピーに対しては、 SnapLock ボ
リュームを作成する必要があります。ONTAP 9.10.1 以降では、アグリゲートの種類に
関係なく、作成するすべてのボリュームがデフォルトで SnapLock 以外のボリュームと

して作成されます。を使用する必要があります -snaplock-type SnapLock タイプと
してComplianceまたはEnterpriseを指定してSnapLock ボリュームを明示的に作成するオ

プション。デフォルトでは、SnapLock タイプはに設定されています non-snaplock。

必要なもの

• SnapLock アグリゲートがオンラインになっている必要があります。

• ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。

• ノードの ComplianceClock を初期化しておく必要があります。

このタスクについて

適切な SnapLock 権限を使用すれば、いつでも Enterprise ボリュームの削除や名前変更を行うことができま
す。Compliance ボリュームの削除は保持期間が終了するまでは実行できません。Compliance ボリュームの
名前は一切変更できません。

SnapLock ボリュームはクローニングできますが、 SnapLock ボリューム上のファイルはクローニングできま
せん。クローンボリュームの SnapLock タイプは親ボリュームと同じになります。

LUN は SnapLock ボリュームではサポートされていません。従来のテクノロジを使用して
SnapLock ボリュームに LUN を移動することは可能ですが、サポートされている処理ではな
く、 SnapLock ボリューム上の LUN に関するその他の処理も実行できません。

この作業は、ONTAP システムマネージャまたはONTAP CLIを使用して実行します。
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System Manager の略

ONTAP 9.12.1以降では、System Managerを使用してSnapLock ボリュームを作成できます。

手順

1. [*Storage]>[Volumes]に移動し、[*Add]をクリックします。

2. [ボリュームの追加*]ウィンドウで、[その他のオプション]をクリックします。

3. ボリュームの名前とサイズなど、新しいボリューム情報を入力します。

4. 「* SnapLock を有効にする*」を選択し、SnapLock タイプとして「Compliance」また
は「Enterprise」を選択します。

5. [ファイルの自動コミット*]セクションで、[変更済み]を選択し、ファイルが自動的にコミットされる
までに変更されないようにする時間を入力します。最小値は 5 分、最大値は 10 年です。

6. [*データ保持期間]セクションで、最小保持期間と最大保持期間を選択します。

7. デフォルトの保持期間を選択します。

8. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

9. [* Volumes]ページで新しいボリュームを選択し、SnapLock 設定を確認します。

CLI の使用

1. SnapLock ボリュームを作成します。

volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate

aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。次のオプ

ションは、SnapLock ボリュームに対しては使用できません。 -nvfail、 -atime-update、 -is

-autobalance-eligible、 -space-mgmt-try-first`および `vmalign。

次のコマンドは、SnapLock を作成します Compliance という名前のボリューム vol1 オン aggr1

オン vs1：

cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1

-snaplock-type compliance

SnapLock ボリュームをマウント

NAS クライアントからアクセスできるように、 SnapLock ボリュームを SVM ネームスペースのジャンクショ
ンパスにマウントすることができます。

必要なもの

SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。

このタスクについて

• SnapLock ボリュームは SVM のルートにしかマウントできません。
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• 通常のボリュームを SnapLock ボリュームにマウントすることはできません。

手順

1. SnapLock ボリュームをマウントします。

volume mount -vserver SVM_name -volume volume_name -junction-path path

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、という名前のSnapLock ボリュームをマウントします vol1 ジャンクションパスに移動

します /sales を参照してください vs1 ネームスペース：

cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales

保持期限を設定

保持期限の設定については、ファイルに対して明示的に設定する方法と、ボリュームの
デフォルトの保持期間から自動的に設定する方法があります。保持期限を明示的に設定
しないかぎり、 SnapLock はデフォルトの保持期間を使用して保持期限を計算します。
イベント発生後のファイル保持期間を設定することもできます。

保持期間と保持期限の概要

WORM ファイルの retention period は、 WORM 状態にコミットされたファイルを保持する必要がある期間を
指定します。WORM ファイルの _ retention time_ は、その時点までファイルを保持する必要がなくなった時
間です。たとえば、ファイルが 2020 年 11 月 10 日の午前 6 時に WORM 状態にコミットされた場合、ファイ
ルの保持期間が 20 年であれば、保持期限は 2040 年 11 月 10 日の午前 6 時になります

ONTAP 9.10.1 以降では、最大 10 月 26 日、 3058 日、保持期間を 100 年に設定できます。保
持期限を延長すると、古いポリシーが自動的に変換されます。ONTAP 9.9.1 以前のリリースで
は、デフォルトの保持期間を無期限に設定した場合を除き、サポートされる最大保持期間は
2071 年 1 月 19 日（ GMT ）です。

レプリケーションに関する重要な考慮事項

2071年1月19日（GMT）よりもあとの保持期限を使用してSnapLock ソースボリュームとのSnapMirror関係を
確立する場合、デスティネーションクラスタでONTAP 9.10.1以降が実行されている必要があります。実行さ
れていないとSnapMirror転送が失敗します。

リバートに関する重要な考慮事項

ONTAP では、保持期間が「 January 19 、 2071 8:44:07 AM 」よりもあとのファイルがある場合、 ONTAP
9.10.1 から以前の ONTAP バージョンにクラスタをリバートすることはできません。

デフォルトの保持期間について理解していること
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SnapLock Compliance または Enterprise ボリュームには、次の 4 つの保持期間があります。

• 最小保持期間 (min）を使用します。デフォルトは0です

• 最大保持期間 (max）、デフォルトは30年です

• デフォルトの保持期間。デフォルトはと同じです min ONTAP 9.10.1以降では、Complianceモード
とEnterpriseモードの両方に対応しています。ONTAP 9.10.1 より前の ONTAP リリースでは、デフォルト
の保持期間はモードによって異なります。

◦ コンプライアンスモードの場合、デフォルトはと同じです max。

◦ エンタープライズモードの場合、デフォルトはと同じです min。

• 指定されていない保持期間。

ONTAP 9.8以降では、ボリューム内のファイルの保持期間をに設定できます `unspecified`をクリックする
と、絶対的な保持期限を設定するまでファイルが保持されます。新しい絶対保持時間が前に設定した絶対
保持時間よりもあとであれば、絶対保持時間を指定せずに絶対保持に戻してもかまいません。

ONTAP 9.12.1以降、保持期間がに設定されたWORMファイル unspecified は、SnapLock ボリューム
に対して設定された最小保持期間に保持期間が設定されていることが保証されます。ファイルの保持期間

をから変更したとき unspecified 絶対保持期限には、ファイルにすでに設定されている最小保持期限よ
りも新しい保持期限を指定する必要があります。

したがって、 Compliance モードのファイルを WORM 状態にコミットする前に保持期限を明示的に設定して
いない場合、デフォルトを変更していなければファイルは 30 年間保持されます。同様に、 Enterprise モード
のファイルを WORM 状態にコミットする前に保持期限を明示的に設定していない場合、デフォルトを変更し
ていなければファイルは 0 年、つまり実質的には保持されません。

デフォルトの保持期間を設定

を使用できます volume snaplock modify コマンドを使用して、SnapLock ボリューム上のファイルのデ
フォルトの保持期間を設定します。

必要なもの

SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。

このタスクについて

次の表に、デフォルトの保持期間に指定できる値を示します。

デフォルトの保持期間は、最小保持期間以上、最大保持期間以下にする必要があります。

価値 単位 注：

0 ~ 65535 秒

0 ~ 24 時間

0 ~ 365 日

173



価値 単位 注：

0 ~ 12 月

0 ~ 100 年 ONTAP 9.10.1以降でサポートされ
ます。以前のONTAP リリースの場
合、値は0 ~ 70です。

最大 - 最大保持期間を使用します。

最小 - 最小保持期間を使用します。

制限なし - ファイルを無期限に保持します。

未指定 - 絶対保持期間が設定されるまでフ
ァイルを保持します。

最大保持期間と最小保持期間の値と範囲は、を除き同じです max および `min`は適用されません。このタスク
の詳細については、を参照してください "保持期限の概要を設定"。

を使用できます volume snaplock show コマンドを使用してボリュームの保持期間設定を表示します。詳
細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

ファイルが WORM 状態にコミットされたあとは、保持期間を延長することはできますが短縮
することはできません。

手順

1. SnapLock ボリューム上のファイルにデフォルトの保持期間を設定します。

volume snaplock modify -vserver SVM_name -volume volume_name -default

-retention-period default_retention_period -minimum-retention-period

min_retention_period -maximum-retention-period max_retention_period

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次の例は、最小保持期間と最大保持期間が過去に変更されていないことを前提としていま
す。

次のコマンドは、 Compliance ボリュームまたは Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 20 日
に設定します。

cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default

-retention-period 20days

次のコマンドは、 Compliance ボリュームのデフォルトの保持期間を 70 年に設定します。
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cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum

-retention-period 70years

次のコマンドは、 Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 10 年に設定します。

cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default

-retention-period max -maximum-retention-period 10years

次のコマンドは、 Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 10 日に設定します。

cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum

-retention-period 10days

cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default

-retention-period min

次のコマンドは、 Compliance ボリュームのデフォルトの保持期間を無期限に設定します。

cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default

-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite

ファイルの保持期限の明示的な設定

ファイルに対して保持期限を明示的に設定するには、最終アクセス時刻を変更します。最終アクセス時刻は、
NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して変更できます。

このタスクについて

ファイルが WORM 状態にコミットされたあとは、保持期限を延長することはできますが短縮することはでき

ません。保持期限はに格納されます atime ファイルのフィールド。

ファイルの保持期限をに明示的に設定することはできません infinite。この値は、デフォル
トの保持期間を使用して保持期限を計算する場合にのみ使用できます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、保持期限を設定するファイルの最終アクセス日時を変更し
ます。

UNIX シェルで、次のコマンドを使用して、保持期限を 2020 年 11 月 21 日の午前 6 時に設定しますとい

う名前のファイルで作成します document.txt：

touch -a -t 202011210600 document.txt
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Windows では、任意の適切なコマンドまたはプログラムを使用して最終アクセス時刻を変
更できます。

イベント後のファイル保持期間を設定します

ONTAP 9.3以降では、SnapLock のイベントベースの保持（EBR）機能を使用して、イベントの発生後にファ
イルを保持する期間を定義できます。

必要なもの

• このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。

"SnapLock 管理者アカウントを作成します"

• セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

このタスクについて

イベント保持ポリシー _ は、イベント発生後のファイルの保持期間を定義します。このポリシーは、単一の
ファイルに適用することも、ディレクトリ内のすべてのファイルに適用することもできます。

• WORM ファイル以外のファイルの場合、ポリシーで定義された保持期間にわたって WORM 状態にコミッ
トされます。

• WORM ファイルまたは追記可能 WORM ファイルの場合、保持期間がポリシーで定義された保持期間まで
延長されます。

Compliance モードまたは Enterprise モードのボリュームを使用できます。

EBR ポリシーは、リーガルホールド中のファイルには適用できません。

高度な使用方法については、を参照してください "NetApp SnapLock を使用して WORM ストレージに準拠
"。

EBR を使用して既存の WORM ファイルの保持期間を延長する _

EBR は、既存の WORM ファイルの保持期間を延長する場合に便利です。たとえば、会社の方針として、従
業員が源泉徴収の選択を変更した場合に、変更後 3 年間は従業員の W-4 レコードを変更不可能な状態で保管
することが考えられます。別の会社の方針では、従業員が退職してから W-4 レコードを 5 年間保持する必要
がある場合があります。

この場合は、保持期間を 5 年間に設定した EBR ポリシーを作成しておきます。従業員が退職した後（「イ
ベント」）、 EBR ポリシーを従業員の W-4 レコードに適用すると、保持期間が延長されます。これは、保
持期間を手動で延長するよりも通常は簡単であり、関連するファイルが大量にある場合に特に便利です。

手順

1. EBR ポリシーを作成します。

snaplock event-retention policy create -vserver SVM_name -name policy_name

-retention-period retention_period

次のコマンドは、EBRポリシーを作成します employee_exit オン vs1 保持期間が10年の場合：
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cluster1::>snaplock event-retention policy create -vserver vs1 -name

employee_exit -retention-period 10years

2. EBR ポリシーを適用します。

snaplock event-retention apply -vserver SVM_name -name policy_name -volume

volume_name -path path_name

次のコマンドはEBRポリシーを適用します employee_exit オン vs1 ディレクトリ内のすべてのファイ

ルに移動します d1：

cluster1::>snaplock event-retention apply -vserver vs1 -name

employee_exit -volume vol1 -path /d1

監査ログを作成します

privileged delete または SnapLock ボリューム移動を実行する前に、 SnapLock で保護さ
れた監査ログを作成する必要があります。監査ログには、 SnapLock 管理者アカウント
の作成と削除、ログボリュームに対する変更、 privileged delete が有効になっているか
どうか、 privileged delete 処理、および SnapLock ボリューム移動処理に関する情報が
記録されます。

必要なもの

SnapLock アグリゲートを作成するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

監査ログは、ログファイルの保持期間が経過するまで削除できません。保持期間が経過したあとも監査ログを
変更することはできません。これは、SnapLock ComplianceモードとEnterpriseモードの両方に当てはまりま
す。

ONTAP 9.4 以前では、監査ログに SnapLock Enterprise ボリュームを使用することはできませ
ん。SnapLock Compliance ボリュームを使用する必要があります。ONTAP 9.5 以降では、監査
ログに SnapLock Enterprise ボリュームまたは SnapLock Compliance ボリュームのいずれかを
使用できます。いずれの場合も、監査ログボリュームはジャンクションパスにマウントする必

要があります /snaplock_audit_log。他のボリュームはこのジャンクションパスを使用で
きません。

SnapLock 監査ログはにあります /snaplock_log 監査ログボリュームのルートの下のサブディレクトリにあ

るディレクトリ privdel_log （privileged delete処理）および system_log （その他すべて）。監査ログの
ファイル名には最初に記録された処理のタイムスタンプが含まれているため、処理が実行されたおおよその時
間から簡単にレコードを検索できます。

• を使用できます snaplock log file show コマンドを使用して、監査ログボリューム上のログファイ
ルを表示します。

• を使用できます snaplock log file archive コマンドを使用して現在のログファイルをアーカイブ
し、新しいログファイルを作成します。これは、監査ログ情報を別のファイルに記録する必要がある場合
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に便利です。

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

データ保護ボリュームは、 SnapLock 監査ログボリュームとしては使用できません。

手順

1. SnapLock アグリゲートを作成する。

SnapLock アグリゲートを作成する

2. 監査ログを設定する SVM に SnapLock ボリュームを作成します。

SnapLock ボリュームを作成します

3. SVM に監査ログを設定します。

snaplock log create -vserver SVM_name -volume snaplock_volume_name -max-file

-size size -retention-period default_retention_period

監査ログファイルのデフォルトの最小保持期間は 6 カ月です。該当するファイルの保持期
間が監査ログの保持期間よりも長い場合は、そのファイルの保持期間が継承されます。し
たがって、 privileged delete を使用して削除されたファイルの保持期間が 10 カ月で、監査
ログの保持期間が 8 カ月の場合、ログの保持期間は 10 カ月に延長されます。保持期限およ
びデフォルトの保持期間の詳細については、を参照してください "保持期限を設定"。

次のコマンドは、を設定します SVM1 SnapLock ボリュームを使用した監査ログに使用します logVol。
監査ログの最大サイズは 20GB 、保持期間は 8 カ月です。

SVM1::> snaplock log create -vserver SVM1 -volume logVol -max-file-size

20GB -retention-period 8months

4. 監査ログを設定したSVMで、ジャンクションパスにSnapLock ボリュームをマウントします

/snaplock_audit_log。

SnapLock ボリュームをマウント

SnapLock 設定を確認します

を使用できます volume file fingerprint start および volume file

fingerprint dump ファイルタイプ（通常、WORM、追記可能WORM）、ボリューム
の有効期限など、ファイルとボリュームに関する重要な情報を表示するコマンド。

手順

1. ファイルフィンガープリントを生成します。

volume file fingerprint start -vserver SVM_name -file file_path
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svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file

/vol/sle/vol/f1

File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show

-session-id 16842791" to view the fingerprint session status.

コマンドは、への入力として使用できるセッションIDを生成します volume file fingerprint dump
コマンドを実行します

を使用できます volume file fingerprint show フィンガープリント処理の進捗状況
を監視するためのセッションIDを指定したコマンド。フィンガープリントを表示する前
に、処理が完了していることを確認してください。

2. ファイルのフィンガープリントを表示します。

volume file fingerprint dump -session-id session_ID

svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976

        Vserver:svm1

        Session-ID:33619976

        Volume:slc_vol

        Path:/vol/slc_vol/f1

        Data

Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

 

Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint

Algorithm:SHA256

        Fingerprint Scope:data-and-metadata

        Fingerprint Start Time:1460612586

        Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016

        Fingerprint Version:3

        **SnapLock License:available**

        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae

        Volume MSID:2152884007

        Volume DSID:1028

        Hostname:my_host

        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d

        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1

        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67

        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635

        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35

GMT 2016

        Volume SnapLock Type:compliance

        Volume ComplianceClock:1460610635

        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016

        Volume Expiry Date:1465880998**
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         Is Volume Expiry Date Wraparound:false

        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016

        Filesystem ID:1028

        File ID:96

        File Type:worm

        File Size:1048576

        Creation Time:1460612515

        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016

        Modification Time:1460612515

        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016

        Changed Time:1460610598

        Is Changed Time Wraparound:false

        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016

        Retention Time:1465880998

        Is Retention Time Wraparound:false

        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016

        Access Time:-

        Formatted Access Time:-

        Owner ID:0

        Group ID:0

        Owner SID:-

        Fingerprint End Time:1460612586

        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016

WORMファイルを管理します

WORMファイルを管理します

WORMファイルは、次の方法で管理できます。

• "ファイルを WORM 状態にコミット"

• "SnapshotコピーをバックアップデスティネーションのWORM状態にコミットします"

• "ディザスタリカバリ用にWORMファイルをミラーリング"

• "訴訟に備えてWORMファイルを保持"

• "WORMファイルを削除します"

ファイルを WORM 状態にコミット

手動で、または自動コミットによって、ファイルをWORM状態（Write Once、Read
Many）にコミットできます。追記可能WORMファイルを作成することもできます。

ファイルを手動で WORM 状態にコミット

ファイルを手動で WORM 状態にコミットするには、ファイルを読み取り専用にします。ファイルの読み書き
属性は、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して読み取り専用に変更できます。ファイ
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ルへの書き込みをアプリケーションで確実に終了してファイルが先にコミットされないようにする場合や、ボ
リューム数が多いために自動コミットスキャナで拡張の問題が発生している場合は、ファイルを手動でコミッ
トすることを選択できます。

必要なもの

• コミットするファイルが SnapLock ボリュームに格納されている必要があります。

• ファイルが書き込み可能である必要があります。

このタスクについて

ボリュームComplianceClock時間がに書き込まれます ctime コマンドまたはプログラムが実行されたときの
ファイルのフィールド。ComplianceClock 時間に基づいて、ファイルが保持期限に達する時点が特定されま
す。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を読み取り専用に変更します。

UNIXシェルで、次のコマンドを使用してという名前のファイルを作成します document.txt 読み取り専
用：

chmod -w document.txt

Windowsシェルで、次のコマンドを使用してという名前のファイルを作成します document.txt 読み取
り専用：

attrib +r document.txt

ファイルを自動的にWORM状態にコミット

SnapLock の自動コミット機能を使用して、ファイルを WORM 状態に自動的にコミットできます。自動コミ
ット機能では、自動コミット期間中に変更されなかったファイルがSnapLock ボリュームのWORM状態にコミ
ットされます。自動コミット機能はデフォルトでは無効になっています。

必要なもの

• 自動コミットするファイルが SnapLock ボリュームに格納されている必要があります。

• SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。

• SnapLock ボリュームが読み書き可能ボリュームである必要があります。

SnapLock の自動コミット機能は、ボリューム内のすべてのファイルをスキャンし、自動コミ
ットの要件を満たすファイルをコミットします。ファイルが自動コミットできる状態になって
から、 SnapLock の自動コミットスキャナによって実際にコミットされるまでに、時間が空く
ことがあります。ただし、ファイルは自動コミットの対象になった時点からファイルシステム
による削除や変更から保護されます。

このタスクについて

_autocommit_period _ は、ファイルが自動コミットされるまでに、ファイルに変更がないようにする期間を
指定します。この期間が経過する前にファイルが変更された場合、自動コミット期間はもう一度最初からカウ
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ントされます。

自動コミット期間に指定できる値は次のとおりです。

価値 単位 注：

なし - デフォルト。

5 ~ 5256000 分 -

1 ~ 87600 時間 -

1 ~ 3650 日 -

1 ~ 120 月 -

1 ~ 10 年 -

最小値は 5 分、最大値は 10 年です。

手順

1. SnapLock ボリュームのファイルを WORM 状態に自動コミットします。

volume snaplock modify -vserver SVM_name -volume volume_name -autocommit

-period autocommit_period

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、ボリューム上のファイルを自動コミットします vol1 SVM vs1ので、ファイルに変更
が5時間続いた場合は次のようになります。

cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit

-period 5hours

追記可能 WORM ファイルを作成します

追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き込まれるデータが格納されます。追記可
能 WORM ファイルは、適切なコマンドやプログラムを使用して作成するか、 SnapLock のボリュームアペン
ドモード機能を使用してデフォルトで作成できます。

コマンドまたはプログラムを使用して、追記可能 WORM ファイルを作成します

追記可能 WORM ファイルは、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して作成できます。
追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き込まれるデータが格納されます。データ
は 256KB のチャンク単位でファイルに追加されます。チャンクが書き込まれるたびに、前のチャンクが
WORM 方式で保護されます。このファイルは保持期間が経過するまで削除できません。
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必要なもの

追記可能 WORM ファイルは SnapLock ボリュームに格納する必要があります。

このタスクについて

データは、アクティブな 256KB のチャンクに順番に書き込まれる必要はありません。ファイルの n *
256KB+1 バイトにデータが書き込まれると、 1 つ前の 256KB セグメントが WORM 方式で保護されます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、必要な保持期限を指定した空のファイルを作成します。

UNIX シェルで、次のコマンドを使用して、保持期限を 2020 年 11 月 21 日の午前 6 時に設定しますとい

う名前のゼロ長ファイルの場合 document.txt：

touch -a -t 202011210600 document.txt

2. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を読み取り専用に変更します。

UNIXシェルで、次のコマンドを使用してという名前のファイルを作成します document.txt 読み取り専
用：

chmod 444 document.txt

3. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を書き込み可能に戻します。

ファイルにデータがないため、この手順はコンプライアンスリスクとはみなされません。

UNIXシェルで、次のコマンドを使用してという名前のファイルを作成します document.txt 書き込み可
能：

chmod 777 document.txt

4. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルへのデータの書き込みを開始します。

UNIXシェルで、次のコマンドを使用してにデータを書き込みます document.txt：

echo test data >> document.txt

ファイルにデータを追加する必要がなくなったら、ファイル権限を読み取り専用に戻して
ください。

ボリュームアペンドモードを使用して追記可能 WORM ファイルを作成します

ONTAP 9.3 以降では、 SnapLock のボリュームアペンドモード（ VAM ）機能を使用して、追記可能 WORM
ファイルをデフォルトで作成できます。追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き
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込まれるデータが格納されます。データは 256KB のチャンク単位でファイルに追加されます。チャンクが
書き込まれるたびに、前のチャンクが WORM 方式で保護されます。このファイルは保持期間が経過するまで
削除できません。

必要なもの

• 追記可能 WORM ファイルは SnapLock ボリュームに格納する必要があります。

• SnapLock ボリュームは、アンマウントされていて、 Snapshot コピーやユーザが作成したファイルが含
まれていない必要があります。

このタスクについて

データは、アクティブな 256KB のチャンクに順番に書き込まれる必要はありません。ファイルの n *
256KB+1 バイトにデータが書き込まれると、 1 つ前の 256KB セグメントが WORM 方式で保護されます。

ボリュームに自動コミット期間を指定している場合、追記可能 WORM ファイルに変更がなかった期間が自動
コミット期間を超えると、そのファイルは WORM 状態にコミットされます。

VAM は SnapLock 監査ログボリュームではサポートされません。

手順

1. VAM を有効にします。

volume snaplock modify -vserver SVM_name -volume volume_name -is-volume-append

-mode-enabled true|false

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、ボリュームでVAMを有効にします vol1 SVM数vs1：

cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume

-append-mode-enabled true

2. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、書き込み権限を持つファイルを作成します。

ファイルはデフォルトで追記可能 WORM ファイルになります。

SnapshotコピーをバックアップデスティネーションのWORM状態にコミットします

SnapLock for SnapVault を使用して、セカンダリストレージ上の Snapshot コピーを
WORM 方式で保護できます。SnapLock デスティネーションでは、 SnapVault の基本的
なタスクをすべて実行します。デスティネーションボリュームは自動的に読み取り専用
でマウントされるため、 Snapshot コピーを WORM 状態に明示的にコミットする必要は
ありません。したがって、 SnapMirror ポリシーを使用してデスティネーションボリュー
ムにスケジュールされた Snapshot コピーを作成することはできません。

作業を開始する前に

• ソースクラスタで ONTAP 8.2.2 以降が実行されている必要があります。
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• ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートはどちらも 64 ビットである必要があります。

• ソースボリュームを SnapLock ボリュームにすることはできません。

• ピア SVM を含むピアクラスタにソースボリュームとデスティネーションボリュームを作成する必要があ
ります。

詳細については、を参照してください "クラスタピアリング"。

• ボリュームの自動拡張が無効になっている場合は、デスティネーションボリュームに、ソースボリューム
で使用されているスペースよりも少なくとも 5% 多い空きスペースが必要です。

このタスクについて

ソースボリュームで使用するストレージは、ネットアップのストレージでもネットアップ以外のストレージで
もかまいません。ネットアップ以外のストレージの場合は、 FlexArray 仮想化を使用する必要があります。

WORM 状態にコミットされた Snapshot コピーの名前は変更できません。

SnapLock ボリュームはクローニングできますが、 SnapLock ボリューム上のファイルはクローニングできま
せん。

LUN は SnapLock ボリュームではサポートされていません。従来のテクノロジを使用して
SnapLock ボリュームに LUN を移動することは可能ですが、サポートされている処理ではな
く、 SnapLock ボリューム上の LUN に関するその他の処理も実行できません。ONTAP 9.9.9..0
以降では、SnapLock ボリュームのSnapLock は、SnapLock以外のソースボリューム
のSnapshotコピーがレプリケートされてSnapLock デスティネーションでロックされてい
るSnapVault 関係では、snaplock_only_でサポートされます。これらのSnapshotコピーに
はLUNを含めることができます。

ONTAP 9.13.1以降では、を使用してFlexCloneを作成することで、ロックされたSnapshotコピーをSnapLock

for SnapVault 関係のデスティネーションSnapLock ボリュームに瞬時にリストアできます snaplock-type
オプションを「non-snaplock」に設定し、ボリュームクローン作成処理の実行時に「parent-snapshot」とし
てSnapshotコピーを指定します。の詳細を確認してください "SnapLock タイプのFlexCloneボリュームを作成
します"。

MetroCluster 構成の場合は、次の点に注意してください。

• SnapVault 関係は、同期元の SVM 間でのみ作成できます。同期元の SVM と同期先の SVM の間では作成
できません。

• 同期元の SVM のボリュームからデータ提供用の SVM への SnapVault 関係を作成できます。

• データ提供用の SVM のボリュームから同期元の SVM の DP ボリュームへの SnapVault 関係を作成でき
ます。

次の図は、 SnapVault 関係を初期化するための手順を示しています。

手順

1. デスティネーションクラスタを特定します。

2. デスティネーションクラスタで、SnapLock ライセンスをインストールし、ComplianceClockを初期化し
ます。9.10.1よりも前のONTAP リリースを使用している場合は、SnapLock アグリゲートを作成します。
を参照してください SnapLock ワークフロー。

185

https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/peering/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/create-flexclone-task.html?q=volume+clone
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/workflow-concept.html


3. デスティネーションクラスタで、タイプがのSnapLock デスティネーションボリュームを作成します DP
ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズが指定されています。

volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name

-snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size

ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じアグリゲ
ート上に配置できるため、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の SnapLock アグリゲ
ートを作成する必要がなくなりました。ComplianceまたはEnterprise SnapLock のボリュー
ムタイプを指定するには、volume-snaplock-typeオプションを使用します。ONTAP 9.10.1
より前のONTAP リリースでは、SnapLock モードのComplianceモードまたはEnterpriseモ
ードがアグリゲートから継承されます。バージョンに依存しないデスティネーションボリ
ュームはサポートされません。デスティネーションボリュームの言語設定とソースボリュ
ームの言語設定が一致している必要があります。

次のコマンドは、2GBのSnapLock を作成します Compliance という名前のボリューム dstvolB インチ

SVM2 アグリゲート node01_aggr：

cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate

node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB

4. デスティネーションクラスタで、デフォルトの保持期間を設定します。手順については、を参照してくだ
さい デフォルトの保持期間を設定。

バックアップデスティネーションである SnapLock には、デフォルトの保持期間が割り当
てられます。この期間の値は、 SnapLock Enterprise ボリュームの場合は最初に 0 年以
上、 SnapLock Compliance ボリュームの場合は 30 年以下に設定されます。各 NetApp
Snapshot コピーは、最初にこのデフォルトの保持期間でコミットされます。保持期間は、
必要に応じてあとから延長できます。詳細については、を参照してください 保持期限の設
定の概要を確認します。

5. 新しいレプリケーション関係を作成 SnapLock 以外のソースと、手順 3 で作成した新しい SnapLock デス
ティネーションの間。

この例は、デスティネーションSnapLock ボリュームとの新しいSnapMirror関係を作成します dstvolB

ポリシーを使用します XDPDefault dailyおよびweeklyのラベルが付いたSnapshotコピーを毎時スケジュ
ールに基づいてバックアップするには、

cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination

-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly

カスタムレプリケーションポリシーを作成する または カスタムスケジュール 使用可能なデ
フォルト設定が適切でない場合。

6. デスティネーション SVM で、手順 5 で作成した SnapVault 関係を初期化します。

snapmirror initialize -destination-path destination_path

186

https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/set-default-retention-period-task.html


次のコマンドは、ソースボリューム間の関係を初期化します srcvolA オン SVM1 デスティネーション

ボリュームを指定します dstvolB オン SVM2：

cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB

7. 関係が初期化され、アイドル状態になったら、を使用します snapshot show デスティネーションでコマ
ンドを実行して、レプリケートされたSnapshotコピーに適用されているSnapLock の有効期限を確認しま
す。

次の例は、ボリューム上のSnapshotコピーを表示します dstvolB SnapMirrorラベルとSnapLock の有効
期限が設定されているデータセンターを次に示します。

cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields

snapmirror-label, snaplock-expiry-time

関連情報

https://["クラスタと SVM のピアリング"]

https://["SnapVault を使用したボリュームのバックアップ"]

ディザスタリカバリ用にWORMファイルをミラーリング

SnapMirror を使用すると、ディザスタリカバリなどの目的で、地理的に離れた別の場所
に WORM ファイルをレプリケートできます。ソースボリュームとデスティネーション
ボリュームの両方が SnapLock 用に設定されていて、両方のボリュームの SnapLock モ
ードが Compliance または Enterprise である必要があります。ボリュームとファイルの
主要な SnapLock プロパティがすべてレプリケートされます。

前提条件

ピア SVM を含むピアクラスタにソースボリュームとデスティネーションボリュームを作成する必要がありま
す。詳細については、を参照してください https://["クラスタと SVM のピアリング"]。

このタスクについて

• ONTAP 9.5 以降では、 WORM ファイルのレプリケーションに DP （データ保護）タイプの関係ではなく
XDP （拡張データ保護）タイプの SnapMirror 関係を使用できます。XDP モードは ONTAP のバージョン
に依存せず、同じブロックに格納されたファイルを区別できるため、レプリケートされた Compliance モ
ードのボリュームの再同期が大幅に簡単になります。既存の DP タイプの関係を XDP タイプの関係に変
換する方法については、を参照してください "データ保護"。

• Compliance モードのボリュームで DP タイプの SnapMirror 関係を再同期する場合、再同期によってデー
タが失われると SnapLock で判断されると処理は失敗します。再同期処理が失敗した場合は、を使用でき

ます volume clone create デスティネーションボリュームのクローンを作成するコマンド。その後、
ソースボリュームをクローンと再同期できます。

• SnapLock 対応ボリューム間の XDP タイプの SnapMirror 関係では、関係解除後にデスティネーションの
データがソースから変化していても再同期がサポートされます。

再同期時に共通の Snapshot に基づいてソースとデスティネーションの間でデータの相違が検出される
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と、この相違をキャプチャするためにデスティネーションで新しい Snapshot が作成されます。新しい
Snapshot と共通の Snapshot の両方が次の期間ロックされます。

◦ デスティネーションのボリューム有効期限

◦ ボリューム有効期限が過ぎているか設定されていない場合、 Snapshot は 30 日間ロックされます

◦ デスティネーションにリーガルホールドが設定されている場合、実際のボリューム有効期限はマスク
され、「無期限」と表示されますが、 Snapshot は実際のボリューム有効期限までロックされます。

デスティネーションボリュームの有効期限がソースよりもあとの場合、デスティネーションの有効期限が維持
され、再同期後にソースボリュームの有効期限で上書きされることはありません。

デスティネーションにソースと異なるリーガルホールドが設定されている場合は、再同期を実行できません。
再同期を試行する前に、ソースとデスティネーションに同じリーガルホールドを設定するか、またはデスティ
ネーションのリーガルホールドをすべて解除する必要があります。

変更されたデータをキャプチャするためにデスティネーションボリュームで作成され、ロックされ

たSnapshotコピーは、のCLIを使用してソースにコピーできます snapmirror update -s snapshot コマ
ンドを実行しますコピーした Snapshot はソースでもロックされたままです。

• SVM データ保護関係はサポートされません。

• 負荷共有データ保護関係はサポートされません。

次の図は、 SnapMirror 関係を初期化するための手順を示しています。
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System Manager の略

ONTAP 9.12.1以降では、System Managerを使用してWORMファイルのSnapMirrorレプリケーションを
設定できます。

手順

1. [ストレージ]>[ボリューム]に移動します。

2. 表示/非表示*をクリックし、 SnapLock タイプ*を選択して、*ボリューム*ウィンドウに列を表示しま
す。

3. SnapLock ボリュームを見つけます。

4. をクリックします  をクリックし、* Protect *を選択します。

5. デスティネーションクラスタとデスティネーションStorage VMを選択してください。

6. [ * その他のオプション * ] をクリックします。

7. [Show legacy policies*]を選択し、[DPDefault (legacy)]を選択します。

8. 「接続先設定の詳細」セクションで「転送スケジュールの上書き」を選択し、「*時間単位」を選択
します。

9. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

10. ソースボリューム名の左側にある矢印をクリックしてボリュームの詳細を展開し、ページの右側でリ
モートSnapMirror保護の詳細を確認します。

11. リモートクラスタで、「保護関係」に移動します。

12. 関係を探し、デスティネーションボリューム名をクリックして関係の詳細を確認します。

13. デスティネーションボリュームのSnapLock タイプおよびその他のSnapLock 情報を確認します。

CLI の使用

1. デスティネーションクラスタを特定します。

2. デスティネーションクラスタで、SnapLock ライセンスをインストールし、ComplianceClockを初期
化します。9.10.1よりも前のONTAP リリースを使用している場合は、SnapLock アグリゲートを作
成します。

3. デスティネーションクラスタで、タイプがのSnapLock デスティネーションボリュームを作成します

DP ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズが指定されている必要があります。

volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate

aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size

ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じア
グリゲート上に配置できるため、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の
SnapLock アグリゲートを作成する必要がなくなりました。Complianceまた
はEnterprise SnapLock のボリュームタイプを指定するには、volume-snaplock-typeオ
プションを使用します。ONTAP 9.10.1より前のONTAP リリースでは、SnapLock モ
ード（ComplianceモードまたはEnterpriseモード）がアグリゲートから継承されま
す。バージョンに依存しないデスティネーションボリュームはサポートされません。
デスティネーションボリュームの言語設定とソースボリュームの言語設定が一致して
いる必要があります。
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次のコマンドは、2GBのSnapLock を作成します Compliance という名前のボリューム dstvolB

インチ SVM2 アグリゲート node01_aggr：

cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate

node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB

4. デスティネーション SVM で、 SnapMirror ポリシーを作成します。

snapmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name

次のコマンドは、SVM全体のポリシーを作成します SVM1-mirror：

SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-mirror

5. デスティネーション SVM で、 SnapMirror スケジュールを作成します。

job schedule cron create -name schedule_name -dayofweek day_of_week -hour

hour -minute minute

次のコマンドは、という名前のSnapMirrorスケジュールを作成します weekendcron：

SVM2::> job schedule cron create -name weekendcron -dayofweek

"Saturday, Sunday" -hour 3 -minute 0

6. デスティネーション SVM で、 SnapMirror 関係を作成します。

snapmirror create -source-path source_path -destination-path

destination_path -type XDP|DP -policy policy_name -schedule schedule_name

次のコマンドでは、ソースボリューム間にSnapMirror関係を作成します srcvolA オン SVM1 デステ

ィネーションボリュームを指定します dstvolB オン SVM2`をクリックし、ポリシーを割り当てます

`SVM1-mirror スケジュールも weekendcron：

SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination

-path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-mirror -schedule

weekendcron

XDP タイプは ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前では DP タイプを使
用する必要があります。

7. デスティネーション SVM で、 SnapMirror 関係を初期化します。

snapmirror initialize -destination-path destination_path

初期化プロセスでは、デスティネーションボリュームへの _ ベースライン転送 _ が実行されま
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す。SnapMirror はソースボリュームの Snapshot コピーを作成して、その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をデスティネーションボリュームに転送します。また、ソースボリュ
ーム上の他の Snapshot コピーもすべてデスティネーションボリュームに転送します。

次のコマンドは、ソースボリューム間の関係を初期化します srcvolA オン SVM1 デスティネーショ

ンボリュームを指定します dstvolB オン SVM2：

SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB

関連情報

https://["クラスタと SVM のピアリング"]

https://["ボリュームのディザスタリカバリの準備"]

"データ保護"

リーガルホールドを使用して訴訟の際にWORMファイルを保持する

ONTAP 9.3以降では、_Legal Hold_featureを使用して、ComplianceモードのWORMファ
イルを訴訟の期間にわたって保持できます。

必要なもの

• このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。

"SnapLock 管理者アカウントを作成します"

• セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

このタスクについて

リーガルホールド中のファイルは、保持期間の制限がない WORM ファイルのように機能します。リーガルホ
ールドの期間をいつ終了するかは、お客様の責任で指定してください。

リーガルホールドとして保存できるファイル数は、ボリュームの使用可能なスペースによって異なります。

手順

1. リーガルホールドを開始します。

snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation_name -volume volume_name

-path path_name

次のコマンドは、のすべてのファイルに対してリーガルホールドを開始します vol1：

cluster1::>snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1

-volume vol1 -path /

2. リーガルホールドを終了します。
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snaplock legal-hold end -litigation-name litigation_name -volume volume_name

-path path_name

次のコマンドは、のすべてのファイルのリーガルホールドを終了します vol1：

cluster1::>snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume

vol1 -path /

WORMファイルの削除の概要

privileged delete機能を使用して、保持期間中にEnterpriseモードのWORMファイルを削
除できます。この機能を使用する前に、SnapLock 管理者アカウントを作成し、そのア
カウントを使用して機能を有効にする必要があります。

SnapLock 管理者アカウントを作成します

privileged delete を実行するには、 SnapLock 管理者の権限が必要です。これらの権限は vsadmin-snaplock
ロールで定義されています。このロールが割り当てられていない場合は、クラスタ管理者に依頼して、
SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成してもらいます。

必要なもの

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

• セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

手順

1. SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成します。

security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name

-application application -authmethod authentication_method -role role -comment

comment

次のコマンドは、SVM管理者アカウントを有効にします SnapLockAdmin を使用します vsadmin-

snaplock アクセスするロール SVM1 パスワードの使用：

cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name

SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-

snaplock

privileged delete 機能を有効にします

privileged delete 機能は、削除する WORM ファイルが格納されている Enterprise ボリュームに対して明示的
に有効にする必要があります。

このタスクについて

の値 -privileged-delete オプションでは、privileged deleteを有効にするかどうかを指定指定できる値は
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です enabled、 disabled`および `permanently-disabled。

`permanently-disabled`

は、終了状態です。ボリュームで状態をに設定したあとにprivileged

deleteを有効にすることはできません `permanently-disabled`。

手順

1. SnapLock Enterprise ボリュームに対して privileged delete を有効にします。

volume snaplock modify -vserver SVM_name -volume volume_name -privileged

-delete disabled|enabled|permanently-disabled

次のコマンドは、Enterpriseボリュームに対してprivileged delete機能を有効にします dataVol オン SVM1
：

SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged

-delete enabled

EnterpriseモードのWORMファイルを削除します

privileged delete 機能を使用して、保持期間中に Enterprise モードの WORM ファイルを削除できます。

必要なもの

• このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。

• Enterprise ボリュームで、 SnapLock 監査ログを作成し、 privileged delete 機能を有効にしておく必要が
あります。

このタスクについて

privileged delete 処理を使用して、期限切れの WORM ファイルを削除することはできません。を使用できま

す volume file retention show コマンドを使用して、削除するWORMファイルの保持期限を表示しま
す。詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

ステップ

1. Enterprise ボリュームの WORM ファイルを削除します。

volume file privileged-delete -vserver SVM_name -file file_path

次のコマンドは、ファイルを削除します /vol/dataVol/f1 指定しますSVM1：

SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
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SnapLock ボリュームを移動

ONTAP 9.8 以降では、 SnapLock ボリュームを同じタイプのデスティネーションアグリ
ゲート（ Enterprise から Enterprise へ、または Compliance to Compliance ）に移動で
きます。SnapLock を移動するには、 SnapLock セキュリティロールが割り当てられて
いる必要があります。

SnapLock セキュリティ管理者アカウントを作成します

SnapLock の移動を実行するには、 SnapLock セキュリティ管理者の権限が必要です。この権限は、 ONTAP
9.8 で導入された _ SnapLock _ ロールで付与されます。このロールが割り当てられていない場合は、クラス
タ管理者に、この SnapLock セキュリティロールを持つ SnapLock セキュリティユーザの作成を依頼してくだ
さい。

必要なもの

• このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

• セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

このタスクについて

SnapLock ロールは、データ SVM に関連付けられる vsadmin-snaplock ロールとは異なり、管理 SVM に関連
付けられています。

ステップ

1. SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成します。

security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name

-application application -authmethod authentication_method -role role -comment

comment

次のコマンドは、SVM管理者アカウントを有効にします SnapLockAdmin を使用します snaplock 管

理SVMにアクセスするためのロール cluster1 パスワードの使用：

cluster1::> security login create -vserver cluster1 -user-or-group-name

SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role snaplock

SnapLock ボリュームを移動

を使用できます volume move SnapLock ボリュームをデスティネーションアグリゲートに移動するコマン
ド。

必要なもの

• SnapLock ボリュームの移動を実行する前に、 SnapLock で保護された監査ログを作成しておく必要があ
ります。

"監査ログを作成します"。

• ONTAP 9.10.1 より前のバージョンの ONTAP を使用している場合は、デスティネーションアグリゲート
の SnapLock タイプが、 Compliance から Compliance へ、または Enterprise から Enterprise への移動対
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象の SnapLock ボリュームと同じである必要があります。ONTAP 9.10.1 以降ではこの制限が解除され、
Compliance SnapLock と Enterprise の両方のボリューム、および SnapLock 以外のボリュームをアグリ
ゲートに含めることができます。

• SnapLock セキュリティロールを持つユーザである必要があります。

手順

1. セキュアな接続を使用して、 ONTAP クラスタ管理 LIF にログインします。

ssh snaplock_user@cluster_mgmt_ip

2. SnapLock ボリュームを移動します。

volume move start -vserver SVM_name -volume SnapLock_volume_name -destination

-aggregate destination_aggregate_name

3. ボリューム移動処理のステータスを確認します。

volume move show -volume SnapLock_volume_name -vserver SVM_name -fields

volume,phase,vserver

Snapshotコピーをロックしてランサムウェア攻撃から保護する

ONTAP 9.12.1以降では、SnapLock以外のボリューム上のSnapshotコピーをロックし
て、ランサムウェア攻撃から保護できます。Snapshotコピーをロックすることで、誤っ
て削除したり、悪意を持って削除したりすることがなくなります。

SnapLock コンプライアンスクロック機能を使用すると、指定した期間Snapshotコピーをロックして、有効期
限に達するまでSnapshotコピーを削除できないようにすることができます。Snapshotコピーをロックする
と、改ざんを防止し、ランサムウェアの脅威から保護します。ロックされたSnapshotコピーを使用すると、
ボリュームがランサムウェア攻撃によって危険にさらされた場合にデータをリカバリできます。

改ざん防止機能を備えたSnapshotコピーの要件と考慮事項

• ONTAP CLIを使用している場合は、クラスタ内のすべてのノードでONTAP 9.12.1以降が実行されている
必要があります。System Managerを使用している場合は、すべてのノードでONTAP 9.13.1以降が実行さ
れている必要があります。

• クラスタにSnapLock ライセンスがインストールされ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 "SnapLock ライセンスをインストールする"。

• クラスタのコンプライアンスクロックを初期化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 "コンプライアンスクロックを初期化します"。

• ボリュームでSnapshotロックが有効になっている場合、クラスタをONTAP 9.12.1以降のバージョン
のONTAP にアップグレードできます。 ただし、ロックされたすべてのSnapshotコピーが有効期限に達し
て削除され、Snapshotコピーのロックが無効になるまで、以前のバージョンのONTAP にはリバートでき
ません。

• Snapshotがロックされている場合、ボリューム有効期限はSnapshotコピーの有効期限に設定されます。
複数のSnapshotコピーがロックされている場合、ボリューム有効期限はすべてのSnapshotコピーの最大
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有効期限を反映します。

• ロックされたSnapshotコピーの保持期間はSnapshotコピーの保持数よりも優先されます。つまり、ロッ
クされたSnapshotコピーの保持期間が期限切れになっていない場合、保持数の制限は考慮されません。

• SnapMirror関係では、mirror-vaultポリシールールに保持期間を設定できます。デスティネーションボリュ
ームでSnapshotコピーロックが有効になっている場合は、デスティネーションにレプリケートされ
るSnapshotコピーに保持期間が適用されます。保持期間は保持数よりも優先されます。たとえば、保持数
を超えた場合でも、保持期限を過ぎていないSnapshotコピーは保持されます。

• SnapLock以外のボリューム上のSnapshotコピーの名前は変更できます。SnapMirror関係のプライマリボ
リュームでのSnapshotの名前変更処理は、ポリシーがMirrorAllSnapshotsの場合にのみセカンダリボリュ
ームに反映されます。他のタイプのポリシーでは、名前を変更したSnapshotコピーは更新時に反映されま
せん。

• ONTAP CLIを使用している場合は、を使用してロックされたSnapshotコピーをリストアできます volume

snapshot restore ロックされたSnapshotコピーが最新のものである場合のみ、コマンドを実行できま
す。リストア対象のSnapshotコピーよりもあとに期限切れ前のSnapshotコピーがあると、Snapshotコピ
ーのリストア処理は失敗します。

タンパープルーフSnapshotコピーでサポートされる機能

• FlexGroup ボリューム

FlexGroup ボリュームでは、Snapshotコピーのロックがサポートされます。Snapshotロックは、ルート
コンスティチュエントSnapshotコピーでのみ発生します。FlexGroup ボリュームを削除できるのは、ルー
トコンスティチュエントの有効期限を過ぎた場合のみです。

• FlexVol からFlexGroup への変換

ロックされたSnapshotコピーがあるFlexVol をFlexGroup ボリュームに変換できます。変換後もSnapshot
コピーはロックされたままです。

• ボリュームクローンとファイルクローン

ロックされたSnapshotコピーからボリュームのクローンとファイルのクローンを作成できます。

サポートされない機能です

現在、タンパープルーフSnapshotコピーでは、次の機能はサポートされていません。

• 整合グループ

• FabricPool

• FlexCache ボリューム

• SMTapeの場合

• SnapCenter

• SnapMirror のビジネス継続性（ SM-BC ）

• SnapMirror Synchronous

• SVM のデータ移動

196



ボリュームの作成時にSnapshotコピーのロックを有効にします

ONTAP 9.12.1以降では、新しいボリュームを作成する場合、またはを使用して既存のボリュームを変更する

場合に、Snapshotコピーロックを有効にできます -snapshot-locking-enabled オプションを指定します

volume create および volume modify コマンドを使用します。ONTAP 9.13.1以降では、System
Managerを使用してSnapshotコピーロックを有効にできます。

System Manager の略

1. [ストレージ]>[ボリューム]に移動し、[追加]*を選択します。

2. ウィンドウで、[その他のオプション]*を選択します。

3. ボリューム名、サイズ、エクスポートポリシー、および共有名を入力します。

4. [Enable Snapshot locking]*を選択します。SnapLockライセンスがインストールされていない場合、
この選択は表示されません。

5. SnapLockコンプライアンスクロックがまだ有効になっていない場合は、*[Initialize Compliance
Clock]*を選択します。

6. 変更を保存します。

7. ウィンドウで、更新したボリュームを選択し、[概要]*を選択します。

8. SnapLock Snapshotコピーのロック*が「有効」*と表示されていることを確認します。

CLI の使用

1. 新しいボリュームを作成し、Snapshotコピーロックを有効にするには、次のコマンドを入力しま
す。

volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -snapshot-locking

-enabled true

次のコマンドは、vol1という名前の新しいボリュームでSnapshotコピーロックを有効にします。

> volume create -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 100m -snapshot

-locking-enabled true

Warning: Snapshot copy locking is being enabled on volume “vol1” in

Vserver “vs1”. It cannot be disabled until all locked Snapshot

copies are past their expiry time. A volume with unexpired locked

Snapshot copies cannot be deleted.

Do you want to continue: {yes|no}: y

[Job 32] Job succeeded: Successful

既存のボリュームでSnapshotコピーロックを有効にします

ONTAP 9.12.1以降では、ONTAP CLIを使用して、既存のボリュームでSnapshotコピーロックを有効にできま
す。ONTAP 9.13.1以降では、System Managerを使用して既存のボリュームに対してSnapshotコピーロック
を有効にすることができます。
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System Manager の略

1. [ストレージ]>[ボリューム]に移動します。

2. 選択するオプション  編集>ボリューム*を選択します。

3. ウィンドウで、[Snapshotコピー（ローカル）設定]セクションを探し、[Snapshotロックの有効化]*
を選択します。

SnapLockライセンスがインストールされていない場合、この選択は表示されません。

4. SnapLockコンプライアンスクロックがまだ有効になっていない場合は、*[Initialize Compliance
Clock]*を選択します。

5. 変更を保存します。

6. ウィンドウで、更新したボリュームを選択し、[概要]*を選択します。

7. SnapLock Snapshotコピーのロック*が「有効」*と表示されていることを確認します。

CLI の使用

1. 既存のボリュームを変更してSnapshotコピーのロックを有効にするには、次のコマンドを入力しま
す。

volume modify -vserver vserver_name -volume volume_name -snapshot-locking

-enabled true

ロックされたSnapshotコピーポリシーを作成し、保持を適用します

ONTAP 9.12.1以降では、Snapshotコピーポリシーを作成してSnapshotコピーの保持期間を適用し、そのポリ
シーをボリュームに適用して、指定した期間Snapshotコピーをロックできます。保持期間を手動で設定し
て、Snapshotコピーをロックすることもできます。ONTAP 9.13.1以降では、System Managerを使用し
てSnapshotコピーロックポリシーを作成し、ボリュームに適用できます。

Snapshotコピーのロックポリシーを作成します
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System Manager の略

1. [ストレージ]>[Storage VM]*に移動し、Storage VMを選択します。

2. [設定]*を選択します。

3. [Snapshot Policies]*に移動し、を選択します 。

4. [ Snapshotポリシーの追加]*ウィンドウで、ポリシー名を入力します。

5. 選択するオプション 。

6. スケジュール名、保持するSnapshotコピーの最大数、SnapLock の保持期間など、Snapshotコピー
スケジュールの詳細を指定します。

7. [Snapshot保持期間]列にSnapLock 、Snapshotコピーを保持する時間数、日数、月数、または年数を
入力します。たとえば、保持期間が5日間のSnapshotコピーポリシーでは、Snapshotコピーが作成さ
れてから5日間はロックされ、その間は削除できません。サポートされる保持期間は次のとおりで
す。

◦ 年：0～100

◦ 月：0～1200

◦ 日数：0～36500

◦ 営業時間：0～24

8. 変更を保存します。

CLI の使用

1. Snapshotコピーポリシーを作成するには、次のコマンドを入力します。

volume snapshot policy create -policy policy_name -enabled true -schedule1

schedule1_name -count1 maximum_Snapshot_copies -retention-period1

_retention_period

次のコマンドは、Snapshotコピーロックポリシーを作成します。

cluster1> volume snapshot policy create -policy policy_name -enabled

true -schedule1 5min -count1 5 -retention-period1 "1 months"

ボリュームにロックポリシーを適用します
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System Manager の略

1. [ストレージ]>[ボリューム]に移動します。

2. 選択するオプション  編集>ボリューム*を選択します。

3. ウィンドウで、[Snapshotコピーのスケジュール設定]*を選択します。

4. リストからSnapshotコピーロックポリシーを選択します。

5. Snapshotコピーのロックがまだ有効になっていない場合は、*[Snapshotロックを有効にする]*を選択
します。

6. 変更を保存します。

CLI の使用

1. 既存のボリュームにSnapshotコピーロックポリシーを適用するには、次のコマンドを入力します。

volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -snapshot-policy

policy_name

手動でのSnapshotコピーの作成時に保持期間を適用

Snapshotコピーの保持期間は、Snapshotコピーを手動で作成するときに適用できます。ボリューム
でSnapshotコピーロックが有効になっている必要があります。有効になっていない場合、保持期間の設定は
無視されます。
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System Manager の略

1. [ストレージ]>[ボリューム]*に移動し、ボリュームを選択します。

2. ボリュームの詳細ページで、*[Snapshotコピー]*タブを選択します。

3. 選択するオプション 。

4. Snapshotコピー名とSnapLockの有効期限を入力します。カレンダーを選択して、保持期限の日付と
時刻を選択できます。

5. 変更を保存します。

6. [ボリューム]>[Snapshotコピー]ページで、[表示/非表示]*を選択し、[ SnapLock 有効期限]を選択して[
SnapLock 有効期限]*列を表示し、保持期限が設定されていることを確認します。

CLI の使用

1. Snapshotコピーを手動で作成し、ロック保持期間を適用するには、次のコマンドを入力します。

volume snapshot create -volume volume_name -snapshot snapshot_copy_name

-snaplock-expiry-time expiration_date_time

次のコマンドでは、新しいSnapshotコピーを作成して保持期間を設定します。

cluster1> volume snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot

snap1 -snaplock-expiry-time "11/10/2022 09:00:00"

既存のSnapshotコピーに保持期間を適用します
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System Manager の略

1. [ストレージ]>[ボリューム]*に移動し、ボリュームを選択します。

2. ボリュームの詳細ページで、*[Snapshotコピー]*タブを選択します。

3. Snapshotコピーを選択し、を選択します をクリックし、*[Modify SnapLock Expiration Time]*を選
択します。カレンダーを選択して、保持期限の日付と時刻を選択できます。

4. 変更を保存します。

5. [ボリューム]>[Snapshotコピー]ページで、[表示/非表示]*を選択し、[ SnapLock 有効期限]を選択して[
SnapLock 有効期限]*列を表示し、保持期限が設定されていることを確認します。

CLI の使用

1. 既存のSnapshotコピーに保持期間を手動で適用するには、次のコマンドを入力します。

volume snapshot modify-snaplock-expiry-time -volume volume_name -snapshot

snapshot_copy_name -expiry-time expiration_date_time

次の例は、既存のSnapshotコピーに保持期間を適用します。

cluster1> volume snapshot modify-snaplock-expiry-time -volume vol1

-snapshot snap2 -expiry-time "11/10/2022 09:00:00"

SnapLock API

Zephyr API を使用して、 SnapLock 機能をスクリプトやワークフローオートメーション
と統合することができます。API は、 HTTP 、 HTTPS 、および Windows DCE / RPC
を介した XML メッセージングを使用します。詳細については、を参照してください
"ONTAP 自動化に関するドキュメント"。

file-fingerprint - 中止

ファイルフィンガープリント処理を中止します。

file-fingerprint -dump を実行します

ファイルフィンガープリント情報を表示します。

file-fingerprint -get-iter

ファイルフィンガープリント処理のステータスを表示します。

file-fingerprint -start の算出

ファイルフィンガープリントを生成します。
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snaplock-archive-vserver-log

アクティブな監査ログファイルをアーカイブします。

snaplock-create -vserver -log

SVM の監査ログ設定を作成します。

snaplock-delete -vserver -log

SVM の監査ログ設定を削除します。

snaplock-file-privileged-delete-delete

privileged delete 処理を実行します。

snaplock-get-file-retention

ファイルの保持期間を取得します。

snaplock-get-node-compliance-clock では

ノードの ComplianceClock の日付と時刻を取得します。

snaplock-get-vserver -active-log-file-iter

アクティブなログファイルのステータスを表示します。

snaplock-get-vserver -log-iter

監査ログ設定を表示します。

snaplock-modify -vserver -log

SVM の監査ログ設定を変更します。

snaplock-set-file-retention

ファイルの保持期限を設定します。

snaplock-set-node-compliance-clock のいずれかです

ノードの ComplianceClock の日付と時刻を設定します。

snaplock-volume-set-privileged-delete

SnapLock Enterprise ボリュームで privileged-delete オプションを設定します。

volume-get-snaplock-attrs

SnapLock ボリュームの属性を取得します。
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volume-set-snaplock-attrs

SnapLock ボリュームの属性を設定します。

整合グループの管理

整合グループの概要

整合グループは、1つのユニットとして管理されるボリュームの集まりです。ONTAPで
は、整合グループを使用することで、複数のボリュームにまたがるアプリケーションワ
ークロードの管理が容易になり、保護が保証されます。

整合グループを使用すると、ストレージ管理を簡易化できます。20個のLUNにまたがる重要なデータベース
があるとします。LUNを個別に管理することも、LUNを単一のデータセットとして扱い、単一の整合グループ
に編成することもできます。

整合グループを使用すると、アプリケーションワークロードの管理が容易になり、ローカルとリモートの保護
ポリシーを簡単に設定できます。また、一連のボリュームについて、ある時点におけるcrash-consistentまた
はアプリケーションと整合性のあるSnapshotコピーを同時に作成できます。整合グループ内の Snapshot を使
用すると、アプリケーションのワークロード全体をリストアできます。

整合グループについて理解する

整合グループは、プロトコル（NAS、SAN、NVMe）に関係なく任意のFlexVol をサポートし、ONTAP REST
APIまたは* Storage > Consistency Groups *メニュー項目でSystem Managerから管理できます。

整合グループは、個 々 のエンティティ（ボリュームの集まり）として作成することも、他の整合グループで
構成される階層関係として作成することもできます。個 々 のボリュームには、独自のボリューム単位
のSnapshotポリシーを設定できます。また、整合性グループ全体のSnapshotポリシーを作成することもでき
ます。整合グループには、SnapMirror Business Continuity（SM-BC）関係と共有のSM-BCポリシーを1つだけ
含めることができます。このポリシーを使用して整合グループ全体をリカバリできます。

次の図は、個 々 の整合グループを使用する方法を示しています。でホストされているアプリケーションのデ

ータ SVM1 2つのボリュームにまたがっている： vol1 および vol2。整合グループのSnapshotポリシーに
は、15分ごとにデータのSnapshotがキャプチャされます。
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アプリケーションワークロードが大きいほど、複数の整合グループが必要になる場合がありますこのような場
合は、階層型整合グループを作成して、1つの整合グループが親整合グループの子コンポーネントになりま
す。親整合グループには、最大 5 つの子整合グループを含めることができます。個々の整合グループと同様
に、リモートの SM-BC 保護ポリシーを整合グループの設定全体（親と子）に適用して、アプリケーションワ
ークロードをリカバリすることができます。

次の例では、アプリケーションがでホストされています SVM1。管理者が親整合グループを作成し、

SVM1_app`を使用します。このグループには次の2つの子整合グループ `SVM1appDataCG データおよび

SVM1app_logCG をクリックします。子整合性グループには、それぞれ独自のSnapshotポリシーがありま

す。のボリュームのSnapshot SVM1appDataCG 15分ごとに服用してください。のSnapshot SVM1app_logCG

1時間ごとに作成されます。親整合グループ SVM1_app データを複製し、災害発生時にサービスを継続できる
ようにするSM-BCポリシーが用意されています。
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ONTAP 9.12.1以降では、整合グループがサポートされます クローニング 整合性のメンバーを変更するには、
を使用します ボリュームを追加または削除する System ManagerとONTAP REST APIの両方で使用できま
す。ONTAP 9.12.1以降では、ONTAP REST APIは次の機能もサポートします。

• 新しいNFSまたはSMBボリュームまたはNVMeネームスペースで整合グループを作成する。

• 新規または既存のNFS / SMBボリュームまたはNVMeネームスペースを既存の整合グループに追加する。

ONTAP REST APIの詳細については、を参照してください https://["ONTAP REST APIのリファレンスドキュ
メント"]。

整合グループを監視する

ONTAP 9.13.1以降では、整合グループで容量とパフォーマンスをリアルタイムおよび履歴で監視し、アプリ
ケーションや個 々 の整合グループのパフォーマンスに関する分析情報を提供します。

整合グループの監視データは最大1年間保持されます。次の指標を追跡できます。

• パフォーマンス：IOPS、レイテンシ、スループット

• Capacity：サイズ、使用可能容量、使用済み容量

履歴の指標はREST APIでのみ取得できます。System Managerでは、過去の指標は表示されま
せん。
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整合グループを保護します

コンシステンシ・グループは’次の機能を使用

• Snapshot ポリシー

• SnapMirror のビジネス継続性（ SM-BC ）

• [mcc] （9.11.1以降）

• 非同期SnapMirror （9.13.1以降）

整合性グループを作成しても、保護は自動的に有効になりません。ローカルとリモートの保護ポリシーは、整
合グループの作成時または作成後に設定できます。

コンシステンシグループに保護を設定するには、を参照してください "整合グループを保護する"。

リモート保護を利用するには、の要件を満たす必要があります SnapMirror によるビジネス継続性の導入。

NAS アクセス用にマウントされたボリュームでは、 SM-BC 関係を確立できません。

アプリケーションタグとコンポーネントタグ

ONTAP 9.12.1以降では、コンシステンシグループはコンポーネントおよびアプリケーションのタグ付けをサ
ポートします。アプリケーションとコンポーネントのタグは管理ツールであり、整合グループ内のさまざまな
ワークロードをフィルタリングして識別できます。

タグには次の2種類があります。

• アプリケーションタグ:個 々 のコンシステンシグループと親コンシステンシグループに適用されます。ア
プリケーションタグは、MongoDB、Oracle、SQL Serverなどのワークロードにラベルを付けます。整合
グループのデフォルトのアプリケーションタグはOtherです。

• コンポーネントタグ:階層整合グループの子には、アプリケーションタグではなくコンポーネントタグがあ
ります。コンポーネントタグのオプションは、「data」、「logs」、または「other」です。デフォルト値
はOtherです。

タグは、整合グループの作成時、または整合グループの作成後に適用できます。整合グループにSM-BC関係
がある場合は、アプリケーションタグまたはコンポーネントタグに* other*を使用する必要があります。

MetroCluster 構成の整合グループ

ONTAP 9.11.1以降では、MetroCluster 構成内のクラスタに新しいボリュームを含む整合グループをプロビジ
ョニングできます。ミラーアグリゲートにプロビジョニングされています。

プロビジョニングが完了したら、整合グループに関連付けられているボリュームを、ミラーされたアグリゲー
トとミラーされていないアグリゲートの間で移動できます。したがって、整合グループに関連付けられたボリ
ュームは、ミラーされたアグリゲート、ミラーされていないアグリゲート、またはその両方に配置できます。
整合性グループに関連付けられているボリュームを含むミラーアグリゲートを変更して、ミラーされない状態
にすることができます。同様に、整合グループに関連付けられたボリュームを含むミラーされていないアグリ
ゲートを変更することで、ミラーリングを有効にすることができ

ミラーされたアグリゲートに配置された整合グループに関連付けられているボリュームとSnapshotがリモー
トサイト（サイトB）にレプリケートされます。サイトBのボリュームの内容によって整合グループの書き込
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み順序が保証されるため、災害発生時にサイトBからリカバリできます。レプリケートされた整合グループSn
apshotには、ONTAP 9.11.1以降を実行しているクラスタで、整合グループSnapshot REST APIおよびSystem
Managerを使用してアクセスできます。

整合グループに関連付けられている一部またはすべてのボリュームがミラーされていないアグリゲートに配置
されていて、現在アクセスできない場合、整合グループに対するGET処理またはDELETE処理は、ローカルボ
リュームまたはホストアグリゲートがオフラインかのように動作します。

レプリケーション用のコンシステンシグループの設定

サイトBでONTAP 9.10.1以前が実行されている場合、ミラーされたアグリゲートにある整合グループに関連付
けられているボリュームだけがサイトBにレプリケートされます整合グループの設定は、両方のサイト
でONTAP 9.11.1以降が実行されている場合にのみサイトBにレプリケートされます。サイトBをONTAP 9.11.1
にアップグレードしたあと、サイトAの整合グループのデータのうち、関連付けられているすべてのボリュー
ムがミラーされたアグリゲートに配置されているものはサイトBにレプリケートされます

アップグレード時の考慮事項

ONTAP 9.8および9.9.1でSM-BCで作成した整合グループは、ONTAP 9.10.1以降へのアップグレード時
に、System Managerの*[ストレージ]>[整合グループ]*またはONTAP REST APIで自動的にアップグレードさ
れて管理できるようになります。ONTAP 9.8または9.9.1からのアップグレードの詳細については、を参照し
てください "SM-BC アップグレードおよびリバートに関する考慮事項"。

整合グループSnapshot ONTAP REST APIは、System Managerの整合グループインターフェイスおよび整合
グループREST APIエンドポイントを使用して管理できます。

ONTAPIコマンドを使用して作成されたSnapshot cg-start および cg-commit は整合性グル
ープのSnapshotとして認識されないため、System Managerの整合性グループインターフェイ
スまたはONTAP REST APIの整合性グループエンドポイントから管理することはできません。

リリースごとにサポートされる機能

ONTAP 9.13.1 ONTAP 9.12.1 ONTAP 9.11.1 ONTAP 9.10.1

階層整合グループ X X X X

ローカルSnapshot保護 X X X X

SnapMirror によるビジネス継続性 X X X X

MetroCluster のサポート X X X

2フェーズコミット（REST APIのみ） X X X

アプリケーションタグとコンポーネントタグ X X

整合グループをクローニングします X X

ボリュームを追加および削除します X X

新しいNASボリュームでCGを作成します X REST APIの
み

新しいNVMeネームスペースを使用してCGを
作成します

X REST APIの
み

子整合グループ間でボリュームを移動します X
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ONTAP 9.13.1 ONTAP 9.12.1 ONTAP 9.11.1 ONTAP 9.10.1

コンシステンシグループジオメトリを変更し
ます

X

監視 X

非同期SnapMirror（単一の整合グループのみ
）

X

整合グループに関する詳細情報

詳細情報

• "ONTAP 自動化に関するドキュメント"

• SnapMirror によるビジネス継続性

• 非同期 SnapMirror ディザスタリカバリの基本

• "MetroCluster のドキュメント"

整合グループの制限

整合グループを計画および管理するときは、クラスタと親または子の両方の整合グルー
プの範囲でオブジェクトの制限を考慮してください。

SnapMirror Business Continuityを使用する場合は、を参照してください "SM-BC の制限および
制限事項"。

制限（ Limit ） 適用範囲 最小（ Minimum ） 最大
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整合グループの数 クラスタ 0 クラスタの最大ボリュー
ム数と同じ

親整合グループの数 クラスタ 0 クラスタの最大ボリュー
ム数と同じ

個々の整合グループと親
整合グループの数

クラスタ 0 クラスタの最大ボリュー
ム数と同じ

整合グループ クラスタの最大ボリュー
ム数と同じ

1. 80

親整合グループの子内の
ボリュームの数

親整合グループ 1. 80

子整合性グループ内のボ
リュームの数

子整合グループ 1. 80

親整合グループ内の子整
合グループの数

親整合グループ 1. 5.

単一の整合グループを設定する

整合グループは、既存のボリューム、または新しいLUNまたはボリュームを使用して作
成できます（ONTAPのバージョンによって異なります）。ボリュームまたはLUNを関連
付けることができる整合グループは一度に1つだけです。

作業を開始する前に

• ONTAP 9.10.1~9.11.1では、整合グループのメンバーボリュームを作成後に変更することはできません。

ONTAP 9.12.1以降では、整合グループのメンバーボリュームを変更できます。このプロセスの詳細につ
いては、を参照してください 整合グループを変更する。

新しいLUNまたはボリュームを含む整合グループを作成します

ONTAP 9.10.1~9.12.1では、新しいLUNを使用して整合グループを作成できます。ONTAP 9.13.1以降では、
新しいNVMeネームスペースまたは新しいNASボリュームで整合グループを作成することもできます。（これ
は、ONTAP 9.12.1以降のONTAP REST APIでもサポートされています）。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. [+ Add]*を選択し、ストレージオブジェクトのプロトコルを選択します。

ONTAP 9.10.1~9.12.1では、新しいストレージオブジェクトの唯一のオプションは新しいLUNを使用する
です。ONTAP 9.13.1以降では、System Managerで新しいNVMeネームスペースと新しいNASボリューム
を使用した整合グループの作成がサポートされます。

3. 整合グループに名前を付けます。ボリュームまたはLUNの数と各ボリュームまたはLUNの容量を指定しま
す。

a. アプリケーションタイプ: ONTAP 9.12.1以降を使用している場合は、アプリケーションタイプを選択
します。値を選択しない場合’デフォルトではコンシステンシ・グループには Other のタイプが割り当
てられます一貫性のタグ付けの詳細については、を参照してください アプリケーションタグとコンポ
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ーネントタグ。リモート保護ポリシーを使用して整合グループを作成する場合は、* other *を使用す
る必要があります。

b. [New LUNs]の場合：ホストオペレーティングシステムとLUN形式を選択します。ホストイニシエータ
の情報を入力します。

c. [New NAS volumes]の場合：SVMのNAS構成に基づいて、適切なエクスポートオプション（NFSまた
はSMB/CIFS）を選択します。

d. [New NVMe Namespaces]の場合：ホストオペレーティングシステムとNVMeサブシステムを選択し
ます。

4. 保護ポリシーを設定したり、子コンシステンシグループを追加したり、アクセス権限を追加したりするに
は、*[その他のオプション]*を選択します。

5. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

6. 整合グループが作成されたことを確認するために、ジョブの完了後に表示されるメインの整合グループメ
ニューに戻ります。保護ポリシーを設定した場合は、該当するポリシーの下に緑色の盾が表示されたとき
に、そのポリシーが適用されていることがわかります（[Look under the appropriate policy]、[remote or
local]）。

既存のボリュームを含む整合グループを作成します

既存のボリュームを使用して整合グループを作成することができます。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 「+追加」を選択し、既存のボリュームを使用する*を選択します。

3. 整合グループに名前を付けて Storage VM を選択します。

a. アプリケーションタイプ: ONTAP 9.12.1以降を使用している場合は、アプリケーションタイプを選択
します。値を選択しない場合’デフォルトではコンシステンシ・グループには Other のタイプが割り当
てられます一貫性のタグ付けの詳細については、を参照してください アプリケーションタグとコンポ
ーネントタグ。整合グループにSM-BC関係がある場合は、* other *を使用する必要があります。

4. 対象に含める既存のボリュームを選択します。選択できるのは、整合グループにまだ含まれていないボリ
ュームのみです。

既存のボリュームを含む整合グループを作成する場合、整合グループではFlexVol ボリュー
ムがサポートされます。非同期 SnapMirror 関係または同期 SnapMirror 関係が設定された
ボリュームは整合グループに追加できますが、整合グループには対応していません。整合
グループでは、S3バケットやSVMDR関係を使用するStorage VMはサポートされません。

5. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

6. 整合グループが作成されたことを確認するために、 ONTAP ジョブの完了時に表示されるメインの整合グ
ループメニューに戻ります。保護ポリシーを選択した場合は、メニューから整合グループを選択して、ポ
リシーが適切に設定されていることを確認します。保護ポリシーを設定した場合は、該当するポリシーの
下に緑色の盾が表示されたときに、そのポリシーが適用されていることがわかります（[Look under the
appropriate policy]、[remote or local]）。

次のステップ

• 整合グループを保護する
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• 整合グループを変更する

• 整合グループをクローニングする

階層型整合グループを設定します

アプリケーションワークロードが複数のボリュームサブセットで構成されており、各サ
ブセットがそれぞれに関連付けられたボリューム間で一貫している場合は、ONTAP を使
用して階層型整合グループを作成できます。

階層型整合グループには、最大 5 つの個別の整合グループを含むことができる親があります。階層型整合グ
ループでは、整合グループまたは個々のボリュームで異なるローカル Snapshot ポリシーをサポートできま
す。リモート保護ポリシーを使用する場合は、階層整合グループ全体（親と子）に適用されます。

ONTAP 9.13.1以降では、この操作を実行できます コンシステンシグループの形状を変更します および 子整
合グループ間でボリュームを移動します。

整合グループのオブジェクト制限については、を参照してください 整合性グループのオブジェクトの制限。

新しいLUNまたはボリュームを含む階層整合グループを作成します

階層型整合グループを作成する場合は、新しいLUNを追加できます。ONTAP 9.13.1以降では、新しいNVMe
ネームスペースとNASボリュームも使用できます。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. [+ Add]*を選択し、ストレージオブジェクトのプロトコルを選択します。

ONTAP 9.10.1~9.12.1では、新しいストレージオブジェクトの唯一のオプションは新しいLUNを使用する
です。ONTAP 9.13.1以降では、System Managerで新しいNVMeネームスペースと新しいNASボリューム
を使用した整合グループの作成がサポートされます。

3. 整合グループに名前を付けます。ボリュームまたはLUNの数と各ボリュームまたはLUNの容量を指定しま
す。

a. アプリケーションタイプ: ONTAP 9.12.1以降を使用している場合は、アプリケーションタイプを選択
します。値を選択しない場合’デフォルトではコンシステンシ・グループには Other のタイプが割り当
てられます一貫性のタグ付けの詳細については、を参照してください アプリケーションタグとコンポ
ーネントタグ。リモート保護ポリシーを使用する場合は、*[その他]*を選択する必要があります。

4. ホストオペレーティングシステムと LUN 形式を選択します。ホストイニシエータの情報を入力します。

a. [New LUNs]の場合：ホストオペレーティングシステムとLUN形式を選択します。ホストイニシエータ
の情報を入力します。

b. [New NAS volumes]の場合：SVMのNAS構成に基づいて、適切なエクスポートオプション（NFSまた
はSMB/CIFS）を選択します。

c. [New NVMe Namespaces]の場合：ホストオペレーティングシステムとNVMeサブシステムを選択し
ます。

5. 子整合グループを追加するには、[その他のオプション]*を選択し、+子整合グループを追加*を選択しま
す。

6. パフォーマンスレベル、LUNまたはボリュームの数、およびLUNまたはボリュームあたりの容量を選択し
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ます。使用しているプロトコルに基づいて、適切なエクスポート設定またはオペレーティングシステム情
報を指定します。

7. 必要に応じて、ローカルSnapshotポリシーを選択し、アクセス権限を設定します。

8. 最大 5 つの子整合グループに対して、を繰り返します。

9. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

10. 整合グループが作成されたことを確認するために、 ONTAP ジョブの完了時に表示されるメインの整合グ
ループメニューに戻ります。保護ポリシーを設定する場合は、該当するポリシーの下で、リモートまたは
ローカルを確認します。緑の盾の横にチェックマークが表示されます。

既存のボリュームを含む階層型整合グループを作成します

既存のボリュームを階層型整合グループにまとめることができます。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 「+追加」を選択し、既存のボリュームを使用する*を選択します。

3. Storage VM を選択してください。

4. 対象に含める既存のボリュームを選択します。選択できるのは、整合グループにまだ含まれていないボリ
ュームのみです。

5. 子コンシステンシグループを追加するには、 * + 子コンシステンシグループの追加 * を選択します。必要
な整合グループを作成します。このグループには自動的に名前が付けられます。

a. コンポーネントタイプ: ONTAP 9.12.1以降を使用している場合は、「データ」、「ログ」、または「
その他」のコンポーネントタイプを選択します。値を選択しない場合’デフォルトではコンシステンシ
・グループには Other のタイプが割り当てられます一貫性のタグ付けの詳細については、を参照して
ください アプリケーションタグとコンポーネントタグ。リモート保護ポリシーを使用する場合は、*
other *を使用する必要があります。

6. 各整合グループに既存のボリュームを割り当てます。

7. 必要に応じて、ローカルSnapshotポリシーを選択します。

8. 最大 5 つの子整合グループに対して、を繰り返します。

9. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

10. 整合グループが作成されたことを確認するために、 ONTAP ジョブの完了時に表示されるメインの整合グ
ループメニューに戻ります。保護ポリシーを選択した場合は、メニューから整合グループを選択して適切
に設定されていることを確認します。適切なポリシータイプの下に、緑の盾の横にチェックマークが表示
されます。

次のステップ

• 整合グループのジオメトリを変更します

• 整合グループを変更する

• 整合グループを保護する

整合グループを保護する

整合グループを使用すると、複数のボリュームにまたがる SAN 、 NAS 、 NVMe のアプ
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リケーションに対して、ローカルとリモートで簡単に保護することができます。

整合性グループを作成しても、保護は自動的に有効になりません。保護ポリシーは、コンシステンシグループ
の作成時または作成後に設定できます。次のコマンドを使用して整合グループを保護できます。

• ローカルSnapshotポリシー

• SnapMirror のビジネス継続性（ SM-BC ）

• 非同期SnapMirror（9.13.1以降）

ネストされた整合グループを使用する場合は、親整合グループと子整合グループに異なる保護ポリシーを設定
できます。

ONTAP 9.11.1以降では、整合グループによって提供されています 2フェーズの整合グループSnapshotの作
成。2フェーズSnapshotでは、事前確認が実行されて、Snapshotが正常にキャプチャされます。

リカバリは、整合グループ全体、階層構成内の単一の整合グループ、または整合グループ内の個々のボリュー
ムに対して実行できます。リカバリを実行するには、リカバリ元の整合グループを選択し、Snapshotコピー
のタイプを選択して、リストア元となるSnapshotコピーを特定します。このプロセスの詳細については、を
参照してください "以前の Snapshot コピーからボリュームをリストアします"。

ローカル Snapshot 保護ポリシーを設定します

ローカルSnapshot保護ポリシーを設定すると、整合性グループのすべてのボリュームに適用するポリシーを
作成できます。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. コンシステンシ・グループ・メニューから ' 作成したコンシステンシ・グループを選択します

3. コンシステンシ・グループの概要ページの右上にある * 編集 * を選択します

4. スケジュール Snapshot コピー（ローカル） * の横のボックスをオンにします。

5. Snapshot ポリシーを選択します。新しいカスタムポリシーを設定する手順については、を参照してくだ
さい "カスタムのデータ保護ポリシーを作成する"。

6. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

7. 整合性グループの概要メニューに戻ります。左の列の* Snapshot copies（ローカル）*で、ステータスは

の横にprotectedと表示されます 。

2フェーズの整合グループSnapshotを作成します

ONTAP 9.11.1以降では、整合グループは、Snapshotをコミットする前に事前確認を実行する、整合グループ
（CG）Snapshot作成の2フェーズコミットをサポートします。この機能は、ONTAP REST APIでのみ使用で
きます。

二段階的なCG Snapshot作成はSnapshot作成にのみ使用でき、整合グループのプロビジョニングや整合グル
ープのリストアには使用できません。

2段階のCG Snapshot作成により、に対するPOST要求で起動されたSnapshot作成プロセスが中断されます

/application/consistency-groups/{consistency_group_uuid}/snapshots エンドポイントを2
つのフェーズからなるシーケンスに変換します。
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1. POST要求で開始された最初のフェーズでは、APIが事前確認を実行し、Snapshotの作成をトリガーし
て、指定された間隔のタイマーを開始します。

2. フェーズ1のPOST要求が201ステータスコードで完了した場合、最初のフェーズから指定した間隔で第2
フェーズを呼び出し、Snapshotを適切なエンドポイントにコミットできます。

ONTAP REST APIの詳細については、を参照してください "API リファレンス" または、を参照してください
"ONTAP REST APIページ" APIエンドポイントの完全なリストについては、NetApp Developer Networkを参照
してください。

作業を開始する前に

• 2フェーズCG Snapshot作成を使用するには、クラスタ内のすべてのノードでONTAP 9.11.1以降が実行さ
れている必要があります。

• 整合性グループSnapshot作成処理のアクティブな呼び出しは、単一フェーズか2フェーズかにかかわら
ず、一度に1回のみサポートされます。別のSnapshotの作成処理の実行中にSnapshotを作成しようとする
と、エラーが発生します。

• 2フェーズの整合グループSnapshot作成は、で実行できます action=start パラメータ

また、を使用することもできます action_timeout Snapshot作成プロセスにかかる最大秒数を指定する

パラメータ。。 action_timeout パラメータは、5～120の整数に設定できます。のデフォルト値

action_timeout は7です。

手順

1. Snapshotの作成を呼び出します。を使用して、コンシステンシグループエンドポイントにPOST要求を送

信します action=start パラメータ

curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-

groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H "accept:

application/hal+json" -H "content-type: application/json" -d '

{

  "name": "<snapshot_name>",

  "consistency_type": "crash",

  "comment": "<comment>",

  "snapmirror_label": "<SnapMirror_label>"

}'

2. POST要求が成功した場合は、Snapshot UUIDが出力に含まれます。そのUUIDを使用して、スナップショ
ットをコミットするPATCH要求を送信します。

curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-

groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept:

application/hal+json" -H "content-type: application/json"
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コンシステンシグループにリモート保護を設定します

整合グループは、SM-BCおよびONTAP 9.13.1以降の非同期SnapMirrorを使用したリモート保護を提供しま
す。

SM-BCで保護を設定します

SM-BCを使用すると、整合グループに作成された整合グループのSnapshotコピーがデスティネーションにコ
ピーされるようにすることができます。SM-BCの詳細については、を参照してください ビジネス継続性の保
護を構成します。

作業を開始する前に

• NAS アクセス用にマウントされたボリュームでは、 SM-BC 関係を確立できません。

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタのポリシーラベルが一致している必要があります。

• 事前定義されたにSnapMirrorラベルが設定されたルールを追加しないかぎり、SM-BCはデフォルト

でSnapshotコピーをレプリケートしません AutomatedFailOver ポリシーとSnapshotコピーは、同じラ
ベルで作成されます。

このプロセスの詳細については、を参照してください "ビジネス継続性の保護を構成します"。

• ONTAP 9.13.1以降では、システムを停止することはできません 整合グループにボリュームを追加します
アクティブなSM-BC関係を使用している場合。整合性グループにその他の変更を加える場合は、SM-BC
関係を解除し、整合性グループを変更してから関係を再確立して再同期する必要があります。

手順

1. が完了していることを確認します "SM-BCを使用するための前提条件"。

2. Storage > Consistency groups * を選択します。

3. コンシステンシ・グループ・メニューから ' 作成したコンシステンシ・グループを選択します

4. 概要ページの右上で、 [ * その他 * ] 、 [ * 保護 * ] の順に選択します。

5. ソース側の情報はSystem Managerで自動的に入力されます。デスティネーションに適したクラスタと
Storage VM を選択します。保護ポリシーを選択します。「関係の初期化」がオンになっていることを確
認します。

6. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

7. 整合グループを初期化して同期する必要があります。[整合グループ]*メニューに戻って、同期が正常に完

了したことを確認します。SnapMirror（リモート）*ステータスが表示されます Protected の横 。

非同期SnapMirror保護を設定する

ONTAP 9.13.1以降では、単一の整合グループに非同期SnapMirror保護を設定できます。

作業を開始する前に

• 非同期SnapMirror保護は、単一の整合グループに対してのみ使用できます。階層型整合グループではサポ
ートされません。階層整合グループを単一の整合グループに変換するには、を参照してください 整合グル
ープのアーキテクチャを変更。

• カスケード構成 SM-BCではサポートされません。

• ソースクラスタとデスティネーションクラスタのポリシーラベルが一致している必要があります。
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• システムを停止することはありません 整合グループにボリュームを追加します アクティブな非同
期SnapMirror関係を使用しています。整合性グループにその他の変更を加える場合は、SnapMirror関係を
解除し、整合性グループを変更してから関係を再確立して再同期する必要があります。

• 複数のボリュームに対して非同期SnapMirror保護関係を設定している場合は、既存のSnapshotを保持した
まま、それらのボリュームを整合グループに変換できます。ボリュームを正常に変換するには：

• ボリュームの共通のSnapshotコピーがある必要があります。

• 既存のSnapMirror関係を解除する必要があります。 ボリュームを単一の整合グループに追加しますをクリ
ックし、次のワークフローを使用して関係を再同期します。

手順

1. デスティネーションクラスタで、*[ストレージ]>[整合グループ]*を選択します。

2. コンシステンシ・グループ・メニューから ' 作成したコンシステンシ・グループを選択します

3. 概要ページの右上で、 [ * その他 * ] 、 [ * 保護 * ] の順に選択します。

4. ソース側の情報はSystem Managerで自動的に入力されます。デスティネーションに適したクラスタと
Storage VM を選択します。保護ポリシーを選択します。「関係の初期化」がオンになっていることを確
認します。

非同期ポリシーを選択するときは、転送スケジュールを上書きするオプションがあります。

5. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

6. 整合グループを初期化して同期する必要があります。[整合グループ]*メニューに戻って、同期が正常に完

了したことを確認します。SnapMirror（リモート）*ステータスが表示されます Protected の横 。

関係を可視化します

System Managerの*[保護]>[関係]*メニューにLUNマップが表示されます。ソース関係を選択すると、ソース関
係が System Manager に表示され、視覚的に確認できます。ボリュームを選択すると、これらの関係をより
深く掘り下げて、含まれる LUN およびイニシエータグループの関係のリストを確認できます。この情報は、
個 々 のボリュームビューからExcelブックとしてダウンロードできます。ダウンロード操作はバックグラウン
ドで実行されます。

関連情報

• "整合グループをクローニングする"

• "Snapshot コピーを設定します"

• "カスタムのデータ保護ポリシーを作成する"

• "Snapshot コピーからリカバリします"

• "以前の Snapshot コピーからボリュームをリストアします"

• "SM-BCの概要"

• "ONTAP 自動化に関するドキュメント"

• 非同期 SnapMirror ディザスタリカバリの基本

整合性グループ内のメンバーボリュームを変更します

217

https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/


ONTAP 9.12.1以降では、ボリュームを削除するか、既存のボリュームを追加（整合グ
ループを拡張）することで、整合グループを変更できます。ONTAP 9.13.1以降では、子
整合グループが共通の親を共有している場合は、子整合グループ間でボリュームを移動
できます。

整合グループにボリュームを追加します

ONTAP 9.12.1以降では、システムを停止することなく整合グループにボリュームを追加できます。

作業を開始する前に

• 別の整合グループに関連付けられているボリュームは追加できません。

• 整合グループは、NAS、SAN、NVMeの各プロトコルをサポートします。

• 調整が全体の範囲内であれば、整合グループに一度に最大16個のボリュームを追加できます 整合グルー
プの制限。

• ONTAP 9.13.1以降では、アクティブなSnapMirrorビジネス継続性（SM-BC）または非同期SnapMirror保
護ポリシーを使用して、整合グループに無停止でボリュームを追加できます。

• SM-BCで保護されている整合グループにボリュームを追加すると、新しいボリュームにミラーリングと保
護が設定されるまで、SM-BC関係のステータスは「拡張中」に変わります。このプロセスの完了前にプラ
イマリクラスタで災害が発生すると、整合グループはフェイルオーバー処理の一環として元の構成に戻り
ます。

• ONTAP 9.12.1では、SM-BC関係の整合グループにボリュームを追加できません。最初にSM-BC関係を解
除し、整合グループを変更してから、SM-BCを使用した保護をリストアする必要があります。

• ONTAP 9.12.1以降では、ONTAP REST APIで_new_または既存のボリュームを整合グループに追加でき
ます。ONTAP REST APIの詳細については、を参照してください "ONTAP REST APIのリファレンスドキ
ュメント"。

ONTAP 9.13.1以降では、この機能がSystem Managerでサポートされます。

• 整合グループを拡張する場合、変更前にキャプチャされた整合グループのSnapshotコピーは部分的なもの
とみなされます。このSnapshotコピーに基づくリストア処理には、Snapshotのポイントインタイムの整
合グループが反映されます。

• ONTAP 9.10.1から9.11.1を使用している場合は、整合グループを変更できません。ONTAP 9.10.1また
は9.11.1で整合グループの設定を変更するには、整合グループを削除してから、対象に含めるボリューム
を含む新しい整合グループを作成する必要があります。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 変更する整合グループを選択します。

3. 1つの整合グループを変更する場合は、* Volumes メニューの上部で More を選択し、 Expand *を選択し
てボリュームを追加します。

子整合グループを変更する場合は、変更する親整合グループを特定します。[>]ボタンを選択して、子コン
システンシグループを表示し、を選択します  をクリックします。このメニューから、* Expand *を選択
します。

4. 整合グループに追加するボリュームを最大16個選択します。
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5. [ 保存（ Save ） ] を選択します。処理が完了したら、整合グループの*[ボリューム]*メニューで新たに追
加されたボリュームを確認します。

整合グループからボリュームを削除します

整合性グループから削除したボリュームは削除されません。クラスタ内でアクティブなままです。

作業を開始する前に

• SnapMirrorビジネス継続性（SM-BC）関係では、整合グループからボリュームを削除することはできませ
ん。最初にSM-BC関係を解除して整合性グループを変更してから、関係を再確立する必要があります。

• 削除処理後に整合グループ内にボリュームがない場合は、整合グループが削除されます。

• ボリュームを整合グループから削除すると、整合グループの既存のSnapshotはそのまま残りますが、無効
とみなされます。既存のSnapshotを使用して整合グループの内容をリストアすることはできません。ボリ
ューム単位のSnapshotは有効なままです。

• クラスタからボリュームを削除すると、そのボリュームは整合グループから自動的に削除されます。

• ONTAP 9.10.1または9.11.1で整合グループの設定を変更するには、整合グループを削除してから、必要な
メンバーボリュームを含む新しい整合グループを作成する必要があります。

• クラスタからボリュームを削除すると、そのボリュームは整合グループから自動的に削除されます。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 変更する単一または子の整合グループを選択します。

3. 整合グループから削除する個 々 のボリュームの横にあるチェックボックスをオンにします。

4. 「」「整合グループからボリュームを削除する」を選択します。

5. ボリュームを削除原因 すると整合グループのすべてのSnapshotコピーが無効になることを確認し、「*削
除」を選択してください。

整合グループ間でボリュームを移動します

ONTAP 9.13.1以降では、親を共有する子整合グループ間でボリュームを移動できます。

作業を開始する前に

• ボリュームは、同じ親整合グループにネストされた整合グループ間でのみ移動できます。

• 既存の整合性グループSnapshotは無効になり、整合性グループSnapshotとしてアクセスできなくなりま
す。個 々 のボリュームSnapshotは有効なままです。

• 親整合性グループのSnapshotコピーは引き続き有効です。

• 子整合グループからすべてのボリュームを移動すると、その整合グループは削除されます。

• 整合グループに対する変更は、に従う必要があります 整合グループの制限。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 移動するボリュームを含む親整合性グループを選択します。子コンシステンシグループを検索し、[*ボリ
ューム]メニューを展開します。移動するボリュームを選択します。
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3. 移動を選択します。

4. ボリュームを新しい整合グループと既存のグループのどちらに移動するかを選択します。

a. 既存のコンシステンシグループに移動するには、既存の子コンシステンシグループを選択し、ドロッ
プダウンメニューからコンシステンシグループの名前を選択します。

b. 新しいコンシステンシグループに移動するには、[*新しい子コンシステンシグループ]を選択します。
新しい子整合グループの名前を入力し、コンポーネントタイプを選択します。

5. 移動を選択します。

関連情報

• 整合グループの制限

• 整合グループをクローニングする

コンシステンシグループジオメトリを変更します

ONTAP 9.13.1以降では、整合グループのジオメトリを変更できます。整合グループのジ
オメトリを変更すると、進行中のIO処理を中断することなく、子整合グループまたは親
整合グループの構成を変更できます。

整合性グループのジオメトリを変更すると、既存のSnapshotコピーに影響します。

リモート保護ポリシーが設定されている整合グループのジオメトリは変更できません。最初に
保護関係を解除し、ジオメトリを変更してから、リモート保護をリストアする必要がありま
す。

新しい子整合グループを追加します

ONTAP 9.13.1以降では、既存の親整合グループに新しい子整合グループを追加できます。

作業を開始する前に

• 親整合グループには、最大5つの子整合グループを含めることができます。を参照してください 整合グル
ープの制限 他の制限のために。

• 1つの整合グループに子整合グループを追加することはできません。最初に実行する必要があります [ステ
ートアップ] 整合グループを追加すると、子整合グループを追加できます。

• 拡張処理の前にキャプチャされた整合グループの既存のSnapshotコピーは、部分的なコピーとみなされま
す。このSnapshotコピーに基づくリストア処理には、Snapshotコピーのポイントインタイムの整合グル
ープが反映されます。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 子整合グループを追加する親整合グループを選択します。

3. 親コンシステンシグループの名前の横にある[詳細*]を選択してから、[新しい子コンシステンシグループの
追加*]を選択します。

4. 整合グループの名前を入力します。

5. 新しいボリュームと既存のボリュームのどちらを追加するかを選択します。
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a. 既存のボリュームを追加する場合は、既存のボリュームを選択し、ドロップダウンメニューからボリ
ュームを選択します。

b. 新しいボリュームを追加する場合は、[*New volumes]を選択し、ボリュームの数とサイズを指定しま
す。

6. 追加を選択します。

子整合グループの接続を解除します

ONTAP 9.13.1以降では、子整合グループを親から削除して個別の整合グループに変換することができます。

作業を開始する前に

• 子整合グループの接続を解除すると、親整合グループのSnapshotが無効になり、アクセスできなくなりま
す。ボリューム単位のSnapshotは引き続き有効です。

• 個 々 の整合グループの既存のSnapshotコピーは引き続き有効です。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 接続を解除する子を含む親整合性グループを選択します。

3. 分離する子コンシステンシグループの横にある[詳細*]を選択してから、[親からの分離*]を選択します。

4. 必要に応じて、整合グループの名前を変更し、アプリケーションタイプを選択します。

5. 切り離しを選択します。

親整合グループの下に1つの整合グループを移動します

ONTAP 9.13.1以降では、既存の単一の整合グループを子整合グループに変換できます。移動処理中に、既存
の親整合グループの下に整合グループを移動するか、新しい親整合グループを作成できます。

作業を開始する前に

• 親整合グループには子が4つ以下である必要があります。親整合グループには、最大5つの子整合グループ
を含めることができます。を参照してください 整合グループの制限 他の制限のために。

• この処理の前にキャプチャされた_parent_consistencyグループの既存のSnapshotコピーは部分的なコピ
ーとみなされます。これらのSnapshotコピーの1つに基づくリストア処理には、Snapshotコピーのポイン
トインタイムの整合グループが反映されます。

• 単一の整合グループの既存の整合グループSnapshotは有効なままです。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 変換する整合グループを選択します。

3. [More*]を選択してから、[Move under different consistency group]**を選択します。

4. 必要に応じて、整合グループの新しい名前を入力し、コンポーネントタイプを選択します。デフォルトで
は、コンポーネントタイプはOtherになります。

5. 既存の親整合グループに移行するか、新しい親整合グループを作成するかを選択します。

a. 既存の親コンシステンシグループに移行するには、既存のコンシステンシグループを選択し、ドロッ
プダウンメニューからコンシステンシグループを選択します。
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b. 新しい親コンシステンシグループを作成するには、[*新しいコンシステンシグループ]を選択し、新し
いコンシステンシグループの名前を指定します。

6. 移動を選択します。

子コンシステンシグループをプロモートします

ONTAP 9.13.1以降では、1つの整合グループを親整合グループに昇格できます。単一の整合グループを親に昇
格すると、元の単一の整合グループ内のすべてのボリュームを継承する新しい子整合グループも作成されま
す。

作業を開始する前に

• 子整合グループを親整合グループに変換する場合は、最初に実行する必要があります [detach] その後、子
整合グループはこの手順に従います。

• 整合グループの既存のSnapshotコピーは、整合グループを昇格したあとも有効なままです。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 昇格する整合性グループを選択します。

3. Moreを選択してから、Promote to parent consistency group を選択します。

4. 名前を入力し、子コンシステンシグループのコンポーネントタイプを選択します。

5. プロモートを選択します。

親を単一の整合グループに降格します

ONTAP 9.13.1以降では、親整合グループを1つの整合グループに降格できます。親を降格すると、整合グルー
プの階層がフラット化され、関連付けられている子整合グループがすべて削除されます。整合グループ内のす
べてのボリュームは、新しい単一の整合グループに残ります。

作業を開始する前に

• 親整合グループの既存のSnapshotコピーは、単一整合グループに降格したあとも有効なままです。その親
の関連付けられている子整合グループの既存のSnapshotコピーは無効になりますが、グループ内の個 々
のボリュームSnapshotはボリューム単位Snapshotとして引き続きアクセスできます。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 降格する親整合性グループを選択します。

3. Moreを選択してから Demote to single consistency group を選択します。

4. 関連付けられているすべての子整合グループが削除され、そのボリュームが新しい単一の整合グループの
下に移動されることを示す警告が表示されます。降格を選択して、影響を理解していることを確認しま
す。

整合グループをクローニングする

ONTAP 9.12.1以降では、整合グループをクローニングして、整合グループとその内容の
コピーを作成できます。整合グループをクローニングすると、整合グループ構成のコピ
ーと、アプリケーションタイプなどのメタデータが作成され、すべてのボリュームとそ
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の内容（ファイル、ディレクトリ、LUN、NVMeネームスペースなど）が作成されます
。

整合グループをクローニングするときは、現在の設定を使用して整合グループのクローンを作成できますが、
ボリュームの内容は既存の整合グループSnapshotに基づいて作成することもできます。

整合グループのクローニングは、整合グループ全体に対してのみサポートされます。階層型関係では、個々の
子整合グループをクローニングできません。クローニングできるのは、完全な整合グループ設定のみです。

整合グループをクローニングする場合、次のコンポーネントはクローニングされません。

• igroup数

• LUN マップ

• NVMe サブシステム

• NVMeネームスペースサブシステムマップ

作業を開始する前に

• 共有名を指定しない場合、整合グループをクローニングすると、クローニングされたボリューム用のSMB
共有はONTAP によって作成されません。*ジャンクションパスを指定しないと、クローン整合グループは
マウントされません。

• 整合グループの現在の設定を反映していないSnapshotに基づいて整合グループをクローニングしようとす
ると、処理は失敗します。

• 整合グループのクローンを作成したら、適切なマッピング処理を実行する必要があります。

を参照してください igroup を複数の LUN にマッピングします または NVMe ネームスペースをサブシス
テムにマッピングする を参照してください。

• 整合グループのクローニングは、SnapMirrorビジネス継続性関係内の整合グループや、関連付けられてい
るDPボリュームではサポートされません。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. [* Consistency Group]メニューから’クローンを作成するコンシステンシ・グループを選択します

3. コンシステンシ・グループの概要ページの右上にある*クローン*を選択します

4. クローニングされた新しい整合グループの名前を入力するか、デフォルトの名前をそのまま使用します。

a. を有効にするかどうかを選択します "* シンプロビジョニング *"。

b. ソースから整合グループの関連付けを解除し、そのクローン整合グループに追加のディスクスペース
を割り当てる場合は、「* Split Clone *」を選択します。

5. 現在の状態で整合グループをクローニングするには、*新しいSnapshotコピーを追加*を選択します。

Snapshotに基づいて整合グループをクローニングするには、「既存のSnapshotコピーを使用する」を選
択します。このオプションを選択すると、新しいサブメニューが開きます。クローニング処理のベースと
して使用するSnapshotを選択します。

6. 「 * Clone * 」を選択します。

7. 「* Consistency Group *」メニューに戻り、整合グループのクローンが作成されたことを確認します。
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次のステップ

• igroup を複数の LUN にマッピングします

• NVMe ネームスペースをサブシステムにマッピングする

整合グループを削除する

整合グループが不要になった場合は、その整合グループを削除できます。

整合グループを削除すると、整合グループのインスタンスが削除されます。コンスティチュエントボリューム
や LUN には影響しません。整合グループを削除しても各ボリュームの Snapshot は削除されませんが、整合
グループ Snapshot としてアクセスできなくなります。ただし、これらの LUN は、通常のボリューム単位の
Snapshot として引き続き管理できます。

整合グループは、整合グループ内のすべてのボリュームが削除されると削除されます。

9.10.1から9.12.0の間のバージョンのONTAP を使用している場合、ボリューム自体が削除された場合にのみ
整合グループからボリュームを削除できます。この場合、ボリュームは整合グループから自動的に削除されま
す。ONTAP 9.12.1以降では、ボリュームを削除せずに整合グループから削除できます。このプロセスの詳細
については、を参照してください 整合グループを変更する。

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。

2. 削除する整合グループを選択します。

3. 整合グループの名前の横にあるを選択します  次に、 * Delete * を実行します。

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
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• 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。

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。
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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。

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。
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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

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
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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。

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。
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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。

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.
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SM-BC 関係にあるオブジェクトの制限 カウント

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。

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：
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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

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"
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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
"^]。

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"^]。
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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
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
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• 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）

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。
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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
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。
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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

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
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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：

242

https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-pfo-events.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-pfo-events.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-pfo-events.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-pfo-events.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-pfo-events.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-aufo-events.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-aufo-events.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-aufo-events.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-aufo-events.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-ems-9121/smbc-aufo-events.html


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

250

https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/index.html


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
が表示されます。
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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
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。
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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

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
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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

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 ：
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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。

MetroCluster および SnapMirror のビジネス継続性用のメディ
エーターサービス

ONTAP メディエーターの概要

ONTAP メディエーターは、ONTAP の機能に次のような機能を提供します。

• HAメタデータ用のフェンシングされた永続的なストアを提供します。

• コントローラの稼働を維持するためのpingプロキシとして機能します。

• クォーラムの決定に役立つ同期ノード健全性クエリ機能を提供します。
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ONTAP メディエーターは、さらに2つのsystemctlサービスを提供します。

• ontap_mediator.service

ONAP関係を管理するためのREST APIサーバを管理します。

• mediator-scst.service

iSCSIモジュール（SCST）の起動とシャットダウンを制御します。

システム管理者に提供されるツール

システム管理者に提供されるツール：

• /usr/local/bin/mediator_change_password

現在のAPIユーザ名とパスワードを指定したときに、新しいAPIパスワードを設定します。

• /usr/local/bin/mediator_change_user

現在のAPIユーザ名とパスワードを指定した場合に、新しいAPIユーザ名を設定します。

• /usr/local/bin/mediator_generate_support_bundle

ネットアップカスタマーサポートとの通信に必要なすべてのサポート情報を含むローカルのtgzファイルを
生成します。これには、アプリケーション構成、ログ、および一部のシステム情報が含まれます。バンド
ルはローカルディスク上で生成され、必要に応じて手動で転送できます。保存場所
：/opt/netapp/data/support bundles/

• /usr/local/bin/uninstall_ontap_mediator

ONTAP メディエーターパッケージとSCSTカーネルモジュールを削除します。これには、すべての設定、
ログ、およびメールボックスデータが含まれます。

• /usr/local/bin/mediator_unlock_user

認証の再試行の上限に達した場合、APIユーザアカウントのロックアウトが解除されます。この機能は、
ブルートフォースパスワードの派生を防止するために使用されます。ユーザに正しいユーザ名とパスワー
ドの入力を求めるプロンプトが表示されます。

• /usr/local/bin/mediator_add_user

（サポートのみ）インストール時にAPIユーザを追加する場合に使用します。

特記事項

ONTAP メディエーターは、SCSTを使用してiSCSIを提供します（を参照）。このパッケージは、インストー
ル時にカーネル専用にコンパイルされるカーネルモジュールです。カーネルを更新する場合は、SCSTの再イ
ンストールが必要になることがあります。または、ONTAP メディエーターをアンインストールしてから再イ
ンストールし、ONTAP 関係を再設定します。
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サーバOSカーネルの更新は、ONTAP のメンテナンス時間に合わせて行う必要があります。

ONTAP メディエーターの最新情報

各リリースでは、ONTAP メディエーターの機能が新たに拡張されています。最新情報を
ご紹介します。

拡張機能

ONTAP メディエーターの
バージョン

拡張機能

1.6 • Python 3.9のアップデート。

• RHEL 8.4-8.7、9.0-9.1、Rocky Linux 8および9のサポート。

• RHEL 7.x / CentOSのすべてのリリースのサポートを廃止しました。

1.5 • 大規模なSMBCシステムの速度を最適化します。

• インストーラに暗号化コード署名が追加されました。

• RHEL 7.x / CentOS 7.xの廃止に関する警告が追加されました

1.4 • RHEL 8.4および8.5のサポート。

• SCSTバージョン3.6.0が含まれています。

• UFEIベースのファームウェアのセキュアブート（SB）のサポートが追加さ
れました。

1.3 • RHEL / CentOS 8.2および8.3のサポート

• SCSTバージョン3.5.0が含まれています。

1/2 • HTTPSメールボックスのサポート。

• ONTAP 9.8以降のMCC-IP AUSOおよびSM-BC ZRTOで使用します。

• SCSTバージョン3.4.0が含まれています。

1.1 • RHEL / CentOS 7.6、7.7、8.0、8.1のサポート。

• Perlの依存関係が解消されます。

• SCSTバージョン3.4.0が含まれています。

1.0 • iSCSIメールボックスのサポート。

• ONTAP 9.7以降MCC-IP AUSOで使用します。

• RHEL / CentOS 7.6のサポート。
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OSサポートマトリックス

ONTAP メディ
エーター用
のOS

1.0 1.1 1/2 1.3 1.4 1.5 1.6

7.6 ○（RHELの
み）

はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 廃止された

7.7 いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 はい。 廃止された

7 、 8 いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 はい。 廃止された

7.9 いいえ いいえ 黙示的 はい。 はい。 はい。 廃止された

RHEL 8.0 いいえ はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 廃止された

RHEL 8.1 いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 はい。 廃止された

RHEL 8.2 いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 廃止された

RHEL 8.3 いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。 廃止された

RHEL 8.4 いいえ いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。

RHEL 8.5 いいえ いいえ いいえ いいえ はい。 はい。 はい。

RHEL 8.6 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい。

RHEL 8.7 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい。

RHEL 9.0 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい。

RHEL 9.1 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい。

CentOS 8およ
びSTREAM

該当なし 該当なし 該当なし いいえ いいえ いいえ いいえ

Rocky Linux 8 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし はい。

Rocky Linux 9 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし はい。

• 特に指定がないかぎり、「OS」とはRedHatとCentOSの両方のリリースを指します。

• 「黙示」とは、ONTAP Mediatorの出荷後にOSがリリースされたが、サポートが確認されていることを意
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味します。

• 「いいえ」は、OSとONTAP メディエーターに互換性がないことを示します。

• CentOS 8は再分岐のため全てのリリースで削除された。CentOS Streamは本番用のターゲットOSとして
は適切ではないと考えられていた。サポートは予定されていません。

• ONTAP Mediator 1.5は、RHEL 7.xブランチオペレーティングシステムで最後にサポートされたリリース
です。

• ONTAP Mediator 1.6では、Rocky Linux 8および9のサポートが追加されています。

解決済みの問題

変更日 IDを変更します 説明

2023年1月10日 6567145 次の変更が行われました。

• ONTAP Mediatorで、RHEL 9.6、8.7、9.0、9.1のオペレーテ
ィングシステムが追加されました。

• 新たにサポートされたオペレーティングシステムの問題のブ
ロックを解除するために、新しいSCSTバージョン3.7.0が追
加されました。

• Rocky Linuxのサポートを追加：Rocky 8および9。

2023年1月24日 6621319です ONTAP メディエーターのインストール用に事前にインストール
可能なSCSTライブラリ。

2023年2月27日 6623764です mediator-scstサービスの再起動時に常にscst_diskカーネルモジ
ュールをロードするように変更しました。これらの変更によ
り、サービスは常に標準ロジックを使用して新しいiSCSIターゲ
ットを作成できるようになります。

2023年2月28日 6625194 ONTAP メディエーターのインストーラに、次の新しいオプショ

ンが追加されました。 --skip-yum-dependencies

2023年3月24日 6652840 ONTAP メディエーターのインストーラを更新し、SCSTのイン
ストールを再インストールまたは修復できるようにしました。

2023年3月27日 6655179 複雑なパスワードを使用したサポートバンドル収集がトリガー
されたときに発生する解析問題 が修正されました。

2023年3月28日 6656739 SCST比較ロジックが変更され、ONTAP Mediatorのアップグレ
ード時に正しいバージョンがインストールされるようになりま
した。

インストールまたはアップグレード
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ONTAP メディエーターサービスのインストールまたはアップグレードを準備します

ONTAP メディエーターサービスをインストールするには、すべての前提条件を満たして
いることを確認してから、インストールパッケージを取得してホストでインストーラを
実行する必要があります。この手順は、既存の環境のインストールまたはアップグレー
ドに使用します。

• ONTAP 9.7以降では、任意のバージョンのONTAP メディエーターを使用してMetroCluster IP構成を監視
できます。

• ONTAP 9.8以降では、任意のバージョンのONTAP メディエーターを使用してSM-BC関係を監視できま
す。

作業を開始する前に

次の前提条件を満たしている必要があります。

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

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

カーネルのバージョンがオペレーティングシステムのバージョンと一致している必要がありま
す。

• 64 ビットの物理インストールまたは仮想マシン

• 8GB の RAM

• ユーザ：ルートアクセス

カーネル以外のライブラリパッケージは安全に更新できますが、ONTAP メディエーターアプリケーション内
で有効にするにはリブートが必要になる場合があります。再起動が必要な場合は、サービスウィンドウを使用
することをお勧めします。
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をインストールした場合 yum-utils パッケージの場合は、を使用できます needs-restarting コマンド
を実行します

カーネルコアは、ONTAP メディエーターのバージョンマトリックスでサポートされているバージョンに更新
することができます。再起動は必須であるため、サービスウィンドウが必要です。

リブートの前にSCSTカーネルモジュールをアンインストールし、リブート後に再インストールする必要があ
ります。

特定のONTAP メディエーターリリースでは、サポートされているOSリリース以降のカーネル
へのアップグレードはサポートされていません。(これは、テストしたSCSTモジュールがコン
パイルされないことを示している可能性があります)。

ホストオペレーティングシステムをアップグレードしてから、ONTAP メディエーターをアップグレードしま
す

ONTAP メディエーター用のホストOSを新しいバージョンにアップグレードするには、
最初にONTAP メディエーターをアンインストールする必要があります。

作業を開始する前に

Red Hat Enterprise Linux または CentOS とその関連リポジトリをシステムにインストールする際のベストプ
ラクティスは次のとおりです。別の方法でインストールまたは設定されたシステムでは、追加の手順が必要に
なる

• Red Hat Enterprise Linux または CentOS のインストールについては、 Red Hat のベストプラクティスに
従う必要があります。CentOS 8.xバージョンはサポートされないため、互換性があるバージョン
のCentOS 8.xは推奨されません。

• Red Hat Enterprise Linux または CentOS への ONTAP メディエーターサービスのインストール中にイン
ストールプログラムが必要なすべてのソフトウェアにアクセスしてインストールできるように、システム
には該当するリポジトリへのアクセスが必要です。

• yum インストーラで Red Hat Enterprise Linux リポジトリから依存するソフトウェアを検索するには、
Red Hat Enterprise Linux のインストール中またはインストール後に有効な Red Hat サブスクリプション
を使用してシステムを登録しておく必要があります。

Red Hat Subscription Manager については、 Red Hat のドキュメントを参照してください。

• 次のポートをメディエーター用に空けておく必要があります。

◦ 31784 です

◦ 3260

• サードパーティ製ファイアウォールを使用している場合は、を参照してください "ONTAP メディエーター
のファイアウォール要件"

• Linuxホストがインターネットにアクセスできない場所にある場合は、必要なパッケージがローカルリポ
ジトリにあることを確認する必要があります。

Linux環境でLink Aggregation Control Protocol（LACP）を使用している場合は、カーネルを正しく設定

し、を確認する必要があります sysctl net.ipv4.conf.all.arp_ignore は「2」に設定されていま
す。

必要なもの
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ONTAP メディエーターサービスで必要なパッケージは次のとおりです。

すべての RHEL または CentOS バ
ージョン

RHEL 8.x/Rocky Linux 8用の追加
パッケージ

RHEL 9.x/Rocky Linux 9用の追加
パッケージ

• openssl

• openssl-devel

• kernel-devel-$（uname -r）

• GCC

• メーカー

• libselinux-utils

• パッチ

• Bzip2.

• Perl - データダンパー

• PERLA-ExtUtils-MakeMaker

• efibootmgr

• モクティル

• python3-pip の略

• elfutils-libelf-devel

• policycoreutils -python-utils

• RedHat LSB コアです

• ピートン39

• Python39 -デベル

• python3-pip の略

• elfutils-libelf-devel

• policycoreutils -python-utils

• ピートン3

• Python3 -デベル

メディエーターのインストールパッケージは自己解凍形式の圧縮 tar ファイルで、次のものが含まれます。

• サポートされているリリースのリポジトリから取得できないすべての依存関係を含む RPM ファイル。

• インストールスクリプト。

有効なSSL証明書を使用することを推奨します。

このタスクについて

leapp-upgradeツールを使用してONTAP メディエーター用のホストOSを新しいメジャーバージョン（7.xか
ら8.xなど）にアップグレードする場合は、次の手順を実行します。 ONTAP メディエーターは、システムに
登録されているリポジトリにインストールされているRPMの新しいバージョンを検出しようとするため、ア
ンインストールする必要があります。

rpmファイルはONTAP メディエーターのインストーラの一部としてインストールされているため、その検索に含ま
れます。ただし、その.rpmファイルはインストーラの一部として展開され、登録されたリポジトリからダウンロー
ドされなかったため、アップグレードが見つかりません。この場合、leapp-upgradeツールはパッケージをアンイ
ンストールします。

サポートケースの優先順位付けに使用されるログファイルを保持するには、OSのアップグレード前にファイ
ルをバックアップし、ONTAP メディエーターパッケージの再インストール後にリストアする必要がありま
す。ONTAP メディエーターを再インストールするため、接続されているONTAP クラスタは新規インストー
ル後に再接続する必要があります。

次の手順を順番に実行する必要があります。ONTAP メディエーターを再インストールしたら
すぐに、ontap_mediatorサービスを停止してログファイルを交換し、サービスを再起動する必
要があります。これにより、ログが失われなくなります。

手順
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1. ログファイルをバックアップします。

[rootmediator-host ~]# tar -czf ontap_mediator_file_backup.tgz -C

/opt/netapp/lib/ontap_mediator ./log

./ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.user_config.yaml

[rootmediator-host ~]# tar -tf ontap_mediator_file_backup.tgz

./log/

./log/ontap_mediator.log

./log/scstadmin.log

./log/ontap_mediator_stdout.log

./log/ontap_mediator_requests.log

./log/install_20230419134611.log

./log/scst.log

./log/ontap_mediator_syslog.log

./ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.user_config.yaml

[rootmediator-host ~]#

2. leapp-upgradeツールを使用してアップグレードを実行します。

[rootmediator-host ~]# leapp preupgrade --target 8.4

  ..<snip upgrade checks>..

  ..<fix issues found>..

[rootmediator-host ~]# leapp upgrade --target 8.4

  ..<snip upgrade>..

[rootmediator-host ~]# cat /etc/os-release | head -2

NAME="Red Hat Enterprise Linux"

VERSION="8.4 (Ootpa)"

[rootmediator-host ~]#

3. ONTAP メディエーターを再インストールします。

ログファイルが失われないように、ONTAP メディエーターを再インストールした直後に残
りの手順を実行します。

[rootmediator-host ~]# ontap-mediator-1.6.0/ontap-mediator-1.6.0

ONTAP Mediator: Self Extracting Installer

  ..<snip installation>..

[rootmediator-host ~]#

4. ontap_mediatorサービスを停止します。
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[rootmediator-host ~]# systemctl stop ontap_mediator

[rootmediator-host ~]#

5. ログファイルを置き換えます。

[rootmediator-host ~]# tar -xf ontap_mediator_log_backup.tgz -C

/opt/netapp/lib/ontap_mediator

[rootmediator-host ~]#

6. ontap_mediatorサービスを開始します。

[rootmediator-host ~]# systemctl start ontap_mediator

[rootmediator-host ~]#

7. アップグレードしたONTAP メディエーターにすべてのONTAP クラスタを再接続します
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手順 for MetroCluster over IPの略

siteA::> metrocluster configuration-settings mediator show

Mediator IP     Port    Node                    Configuration

Connection

                                                Status        Status

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

-----------

172.31.40.122

                31784   siteA-node2             true          false

                        siteA-node1             true          false

                        siteB-node2             true          false

                        siteB-node2             true          false

siteA::> metrocluster configuration-settings mediator remove

Removing the mediator and disabling Automatic Unplanned Switchover.

It may take a few minutes to complete.

Please enter the username for the mediator: mediatoradmin

Please enter the password for the mediator:

Confirm the mediator password:

Automatic Unplanned Switchover is disabled for all nodes...

Removing mediator mailboxes...

Successfully removed the mediator.

siteA::> metrocluster configuration-settings mediator add -mediator

-address 172.31.40.122

Adding the mediator and enabling Automatic Unplanned Switchover. It

may take a few minutes to complete.

Please enter the username for the mediator: mediatoradmin

Please enter the password for the mediator:

Confirm the mediator password:

Successfully added the mediator.

siteA::> metrocluster configuration-settings mediator show

Mediator IP     Port    Node                    Configuration

Connection

                                                Status        Status

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

-----------

172.31.40.122

                31784   siteA-node2             true          true

                        siteA-node1             true          true

                        siteB-node2             true          true

                        siteB-node2             true          true

siteA::>
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手順 for SnapMirror Business Continuityの略

SnapMirrorビジネス継続性を実現するために、/opt/netappディレクトリ以外にTLS証明書をインスト
ールした場合は再インストールする必要はありません。生成されたデフォルトの自己署名証明書を使
用していた場合、またはカスタム証明書を/opt/netappディレクトリに配置していた場合は、その証明
書をバックアップおよびリストアする必要があります。

peer1::> snapmirror mediator show

Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status

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

172.31.49.237    peer2            unreachable       true

peer1::> snapmirror mediator remove -mediator-address 172.31.49.237

-peer-cluster peer2

Info: [Job 39] 'mediator remove' job queued

peer1::> job show -id 39

                            Owning

Job ID Name                 Vserver    Node           State

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

39     mediator remove      peer1      peer1-node1    Success

     Description: Removing entry in mediator

peer1::> security certificate show -common-name ONTAPMediatorCA

Vserver    Serial Number   Certificate Name

Type

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

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

peer1

        4A790360081F41145E14C5D7CE721DC6C210007F

                        ONTAPMediatorCA

server-ca

    Certificate Authority: ONTAP Mediator CA

        Expiration Date: Mon Apr 17 10:27:54 2073

peer1::> security certificate delete -common-name ONTAPMediatorCA *

1 entry was deleted.

 peer1::> security certificate install -type server-ca -vserver

peer1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done

  ..<snip ONTAP Mediator CA public key>..

You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for
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future reference.

The installed certificate's CA and serial number for reference:

CA: ONTAP Mediator CA

serial: 44786524464C5113D5EC966779D3002135EA4254

The certificate's generated name for reference: ONTAPMediatorCA

peer2::> security certificate delete -common-name ONTAPMediatorCA *

1 entry was deleted.

peer2::> security certificate install -type server-ca -vserver peer2

 Please enter Certificate: Press <Enter> when done

..<snip ONTAP Mediator CA public key>..

You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for

future reference.

The installed certificate's CA and serial number for reference:

CA: ONTAP Mediator CA

serial: 44786524464C5113D5EC966779D3002135EA4254

The certificate's generated name for reference: ONTAPMediatorCA

peer1::> snapmirror mediator add -mediator-address 172.31.49.237

-peer-cluster peer2 -username mediatoradmin

Notice: Enter the mediator password.

Enter the password:

Enter the password again:

Info: [Job: 43] 'mediator add' job queued

peer1::> job show -id 43

                            Owning

Job ID Name                 Vserver    Node           State

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

43     mediator add         peer1      peer1-node2    Success

    Description: Creating a mediator entry

peer1::> snapmirror mediator show

Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status

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

172.31.49.237    peer2            connected         true

270



peer1::>

リポジトリへのアクセスを有効にします

インストールプロセス中にONTAP メディエーターが必要なパッケージにアクセスできる
ように、リポジトリへのアクセスを有効にする必要があります

手順

1. 次の表に示すように、アクセスする必要があるリポジトリを決定します。

オペレーティングシステム リポジトリへのアクセスを指定する必要があります …

RHEL 7.x • rhel-7-server-optional-rpms のいずれかです

RHEL 8.x の場合 • RHEL-8-For x86_64-baseos-RPMs

• RHEL-8-For x86_64-AppStream-RPMs

RHEL 9.x • rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms

• RHEL-9-FOR-x86_64-AppStream-RPM

CentOS 7.x • C7.6.1810 - ベースリポジトリ

Rocky Linux 8 • AppStreamの略

• ベースオス

Rocky Linux 9 • AppStreamの略

• ベースオス

2. インストールプロセス中にONTAP メディエーターが必要なパッケージにアクセスできるように、上記の
リポジトリへのアクセスを有効にするには、次のいずれかの手順を実行します。
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RHEL 7.x オペレーティングシステム用の手順

オペレーティングシステムが* RHEL 7.x *の場合は、次の手順 を使用してリポジトリへのアクセスを有
効にします。

手順

1. 必要なリポジトリに登録します。

subscription-manager repos --enable rhel-7-server-optional-rpms

次の例は、このコマンドの実行例を示しています。

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-

server-optional-rpms

Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.

2. を実行します yum repolist コマンドを実行します

次の例は、このコマンドの実行例を示しています。rhel-7-server-optional-rpms リポジトリがリスト
に表示されている必要があります。

[root@localhost ~]# yum repolist

Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-

manager

rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00

rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00

(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group

|  26 kB  00:00:00

(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo

| 2.5 MB  00:00:00

(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db

| 8.3 MB  00:00:01

repo id                                      repo name

status

rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise

Linux 7 Server - Optional (RPMs)   19,447

rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise

Linux 7 Server (RPMs)              26,758

repolist: 46,205

[root@localhost ~]#
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RHEL 8.x オペレーティングシステム用の手順

オペレーティングシステムが* RHEL 8.x *の場合は、次の手順 を使用してリポジトリへのアクセスを有
効にします。

手順

1. 必要なリポジトリに登録します。

subscription-manager repos --enable rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms

subscription-manager repos --enable rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms

次の例は、このコマンドの実行例を示しています。

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms

Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this

system.

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms

Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this

system.

2. を実行します yum repolist コマンドを実行します

新しくサブスクライブしたリポジトリがリストに表示されます。
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RHEL 9.xオペレーティングシステム用手順

オペレーティングシステムが* RHEL 9.x *の場合は、次の手順 を使用してリポジトリへのアクセスを有
効にします。

手順

1. 必要なリポジトリに登録します。

subscription-manager repos --enable rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms

subscription-manager repos --enable rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms

次の例は、このコマンドの実行例を示しています。

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-9-for-

x86_64-baseos-rpms

Repository 'rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this

system.

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-9-for-

x86_64-appstream-rpms

Repository 'rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this

system.

2. を実行します yum repolist コマンドを実行します

新しくサブスクライブしたリポジトリがリストに表示されます。
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CentOS 7.x オペレーティングシステムの手順

オペレーティングシステムが* CentOS 7.x *の場合、次の手順 を使用してリポジトリへのアクセスを有効
にします。

以下の例はCentOS 7.6のリポジトリを示していますが、他のバージョンのCentOSでは機
能しない可能性があります。使用しているCentOSのバージョンにはベースリポジトリを
使用してください。

手順

1. C7.6.1810 ベースリポジトリを追加します。C7.6.1810 - Baseヴォールトリポジトリには、ONTAP
メディエーターに必要な"kernel-devel"パッケージが含まれています。

2. 次の行を /etc/yum.repos_d/Center-Vault.repo に追加します。

[C7.6.1810-base]

name=CentOS-7.6.1810 - Base

baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/

gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

enabled=1

3. を実行します yum repolist コマンドを実行します

次の例は、このコマンドの実行例を示しています。CentOS-7.6.1810 ベースリポジトリがリストに表
示されます。

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

 * base: distro.ibiblio.org

 * extras: distro.ibiblio.org

 * updates: ewr.edge.kernel.org

C7.6.1810-base                                 | 3.6 kB  00:00:00

(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz          | 166 kB  00:00:00

(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db        | 6.0 MB  00:00:04

repo id                      repo name               status

C7.6.1810-base/x86_64        CentOS-7.6.1810 - Base  10,019

base/7/x86_64                CentOS-7 - Base         10,097

extras/7/x86_64              CentOS-7 - Extras       307

updates/7/x86_64             CentOS-7 - Updates      1,010

repolist: 21,433

[root@localhost ~]#
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Rocky Linux 8または9オペレーティングシステム用の手順

この手順 は、オペレーティング・システムが* Rocky Linux 8*または* Rocky Linux 9*の場合に使用し
て、リポジトリへのアクセスを有効にします。

手順

1. 必要なリポジトリにサブスクライブします。

dnf config-manager --set-enabled baseos

dnf config-manager --set-enabled appstream

2. を実行します clean 操作：

dnf clean all

3. リポジトリのリストを確認します。

dnf repolist

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled baseos

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled appstream

[root@localhost ~]# dnf clean all

[root@localhost ~]# dnf repolist

repo id                        repo name

appstream                      Rocky Linux 8 - AppStream

baseos                         Rocky Linux 8 - BaseOS

[root@localhost ~]#

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled baseos

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled appstream

[root@localhost ~]# dnf clean all

[root@localhost ~]# dnf repolist

repo id                        repo name

appstream                      Rocky Linux 9 - AppStream

baseos                         Rocky Linux 9 - BaseOS

[root@localhost ~]#

メディエーターのインストールパッケージをダウンロードします

インストールプロセスの一環として、Mediatorのインストールパッケージをダウンロー
ドします。

手順
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1. ONTAP メディエーターのページからメディエーターのインストールパッケージをダウンロードします。

https://["ONTAP メディエーターのダウンロードページ"^]

2. メディエーターのインストールパッケージが現在の作業ディレクトリにあることを確認します。

ls

[root@mediator-host ~]#ls

ontap-mediator-1.5.0.tgz

ONTAP メディエーターのバージョン1.4以前の場合、インストーラの名前はになります

ontap-mediator。

インターネットにアクセスできない場所にいる場合は、インストーラが必要なパッケージにアクセスでき
ることを確認する必要があります。

3. 必要に応じて、メディエーターのインストールパッケージをダウンロードディレクトリから Linux メディ
エーターホストのインストールディレクトリに移動します。

4. インストーラパッケージを解凍します。

tar xvfz ontap-mediator-1.6.0.tgz

[root@scs000099753 ~]# tar xvfz ontap-mediator-1.6.0.tgz

ontap-mediator-1.6.0/

ontap-mediator-1.6.0/ONTAP-Mediator-production.pub

ontap-mediator-1.6.0/tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.6.0/tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.6.0/csc-prod-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.6.0/csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.6.0/ontap-mediator-1.6.0

ontap-mediator-1.6.0/ontap-mediator-1.6.0.sig.tsr

ontap-mediator-1.6.0/ontap-mediator-1.6.0.tsr

ontap-mediator-1.6.0/ontap-mediator-1.6.0.sig

ONTAP メディエーターコードの署名を確認します

メディエーターのインストールパッケージをインストールする前に、ONTAP メディエー
ターコードの署名を確認する必要があります。

作業を開始する前に

メディエーターコードの署名を検証するには、システムが次の要件を満たしている必要があります。

• 基本的な検証のためのOpenSSLバージョン1.0.2～3.0
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• Time Stamping Authority（TSA）操作用のOpenSSLバージョン1.1.0以降

• OCSP検証のためのパブリックインターネットアクセス

ダウンロードパッケージには次のファイルが含まれています。

ファイル。 説明

ONTAP-Mediator-development.pub 署名の検証に使用する公開鍵

csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem パブリック証明書CAの信頼チェーン

csc-prod-ONTAP-Mediator.pem キーの生成に使用する証明書

ontap-mediator-1.6.0 バージョン1.6.0用の製品インストール実行可能ファ
イル

ontap-mediator-1.6.0.sig SHA-256はハッシュ化され、CSC-prodキーを使用し
てRSA署名されます（インストーラの署名）

ontap-mediator-1.6.0.sig.tsr OCSCPがインストーラの署名に使用する失効要求

tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem TSRのパブリック証明書

tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem TSRのパブリック証明書CAチェーン

手順

1. 失効チェックをオンにします csc-prod-ONTAP-Mediator.pem Online Certificate Status Protocol
（OCSP）を使用します。

a. 開発者証明書ではURIが指定されていない可能性があるため、証明書の登録に使用するOCSP URLを
検索します。

openssl x509 -noout -ocsp_uri -in csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

b. 証明書のOCSP要求を生成します。

openssl ocsp -issuer csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CAfile csc-

prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -cert csc-prod-ONTAP-Mediator.pem

-reqout req.der

c. OCSP Managerに接続してOCSP要求を送信します。
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openssl ocsp -issuer csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CAfile csc-

prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -cert csc-prod-ONTAP-Mediator.pem  -url

${ocsp_uri} -resp_text -respout resp.der

2. CSCの信頼チェーンと、ローカルホストに対する有効期限を確認します。

openssl verify

。 openssl パスのバージョンは有効である必要があります cert.pem （自己署名ではあ
りません）。

openssl verify -untrusted csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CApath

${OPENSSLDIR} csc-prod-ONTAP-Mediator.pem  # Failure action: The Code-

Signature-Check certificate has expired or is invalid. Download a newer

version of the ONTAP Mediator.

openssl verify -untrusted tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CApath

${OPENSSLDIR} tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem  # Failure action: The Time-

Stamp certificate has expired or is invalid. Download a newer version of

the ONTAP Mediator.

3. を確認します ontap-mediator-1.5.0.sig.tsr および ontap-mediator-1.6.0.tsr 関連する証明
書を使用しているファイル：

openssl ts -verify

.tsr ファイルには、インストーラとコード署名に関連付けられたタイムスタンプ応答が含
まれます。タイムスタンプにTSAからの有効な署名があり、入力ファイルが変更されてい
ないことが確認されます。検証はマシン上でローカルに実行されます。TSAサーバへのア
クセスは不要です。

openssl ts -verify -data ontap-mediator-1.6.0.sig -in ontap-mediator-

1.6.0.sig.tsr -CAfile tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -untrusted tsa-

prod-ONTAP-Mediator.pem

openssl ts -verify -data ontap-mediator-1.6.0 -in ontap-mediator-

1.6.0.tsr -CAfile tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -untrusted tsa-prod-

ONTAP-Mediator.pem

4. キーに対して署名を確認します。

openssl -dgst -verify

openssl dgst -sha256 -verify ONTAP-Mediator-production.pub -signature

ontap-mediator-1.6.0.sig ontap-mediator-1.6.0
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ONTAP メディエーターコードの署名の確認（コンソール出力）の例

[root@scspa2695423001 ontap-mediator-1.6.0]# pwd

/root/ontap-mediator-1.6.0

[root@scspa2695423001 ontap-mediator-1.6.0]# ls -l

total 63660

-r--r--r-- 1 root root     8582 Feb 19 15:02 csc-prod-chain-ONTAP-

Mediator.pem

-r--r--r-- 1 root root     2373 Feb 19 15:02 csc-prod-ONTAP-

Mediator.pem

-r-xr-xr-- 1 root root 65132818 Feb 20 15:17 ontap-mediator-1.6.0

-rw-r--r-- 1 root root      384 Feb 20 15:17 ontap-mediator-1.6.0.sig

-rw-r--r-- 1 root root     5437 Feb 20 15:17 ontap-mediator-

1.6.0.sig.tsr

-rw-r--r-- 1 root root     5436 Feb 20 15:17 ontap-mediator-1.6.0.tsr

-r--r--r-- 1 root root      625 Feb 19 15:02 ONTAP-Mediator-

production.pub

-r--r--r-- 1 root root     3323 Feb 19 15:02 tsa-prod-chain-ONTAP-

Mediator.pem

-r--r--r-- 1 root root     1740 Feb 19 15:02 tsa-prod-ONTAP-

Mediator.pem

[root@scspa2695423001 ontap-mediator-1.6.0]#

[root@scspa2695423001 ontap-mediator-1.6.0]#

/root/verify_ontap_mediator_signatures.sh

++ openssl version -d

++ cut -d '"' -f2

+ OPENSSLDIR=/etc/pki/tls

+ openssl version

OpenSSL 1.1.1k  FIPS 25 Mar 2021

++ openssl x509 -noout -ocsp_uri -in csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

+ ocsp_uri=http://ocsp.entrust.net

+ echo http://ocsp.entrust.net

http://ocsp.entrust.net

+ openssl ocsp -issuer csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CAfile csc-

prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -cert csc-prod-ONTAP-Mediator.pem -reqout

req.der

+ openssl ocsp -issuer csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CAfile csc-

prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -cert csc-prod-ONTAP-Mediator.pem -url

http://ocsp.entrust.net -resp_text -respout resp.der

OCSP Response Data:

    OCSP Response Status: successful (0x0)

    Response Type: Basic OCSP Response

    Version: 1 (0x0)

    Responder Id: C = US, O = "Entrust, Inc.", CN = Entrust Extended

Validation Code Signing CA - EVCS2
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    Produced At: Feb 28 05:01:00 2023 GMT

    Responses:

    Certificate ID:

      Hash Algorithm: sha1

      Issuer Name Hash: 69FA640329AB84E27220FE0927647B8194B91F2A

      Issuer Key Hash: CE894F8251AA15A28462CA312361D261FBF8FE78

      Serial Number: 511A542B57522AEB7295A640DC6200E5

    Cert Status: good

    This Update: Feb 28 05:00:00 2023 GMT

    Next Update: Mar  4 04:59:59 2023 GMT

    Signature Algorithm: sha512WithRSAEncryption

         3c:1d:49:b0:93:62:37:3e:c7:38:e3:9f:9f:62:82:73:ed:f4:

         ea:00:6b:f1:01:cd:79:57:92:f1:9d:5d:85:9b:60:59:f8:6c:

         e6:f4:50:51:f3:4c:8a:51:dd:50:68:16:8f:20:24:7e:39:b0:

         44:94:8d:b0:61:da:b9:08:36:74:2d:44:55:62:fb:92:be:4a:

         e7:6c:8c:49:dd:0c:fd:d8:ce:20:08:0d:0f:5a:29:a3:19:03:

         9f:d3:df:41:f4:89:0f:73:18:3f:ac:bb:a7:a3:96:7d:c5:70:

         4c:57:cd:17:17:c6:8a:60:d1:37:c9:2d:81:07:2a:d7:a6:02:

         ee:ce:88:16:22:db:e3:43:64:1e:9b:0d:4d:31:66:fa:ab:a5:

         52:99:94:4a:4a:d0:52:c5:34:f5:18:c7:15:5b:ce:74:c2:fc:

         61:ea:55:aa:f1:2f:82:a3:6a:95:8d:7e:2b:38:49:4f:bf:b1:

         68:7b:1b:24:8b:1f:4d:c5:77:f0:71:af:9c:34:c8:7a:82:50:

         09:a2:19:6e:c6:30:4f:da:a2:79:08:f9:d0:ff:85:d9:2a:84:

         cf:0c:aa:75:8f:72:c9:a7:a2:83:e8:8b:cf:ed:0c:69:75:b6:

         2a:7b:6b:58:99:01:d8:34:ad:e1:89:25:27:1b:fa:d9:6d:32:

         97:3a:0b:0a:8e:a3:9e:e3:f4:e0:d6:1a:c9:b5:14:8c:3e:54:

         3b:37:17:1a:93:44:84:8b:4a:87:97:1e:76:43:3e:d3:ec:8b:

         7e:56:4a:3f:01:31:c0:e5:58:fb:50:ce:6f:b1:e7:35:f9:b7:

         a3:ef:6b:3b:21:95:37:a6:5b:8f:f0:15:18:36:65:89:a1:9c:

         9b:69:00:b4:b1:65:6a:bc:11:2d:d4:9b:b4:97:cc:cb:7a:0c:

         16:11:c1:75:58:7e:13:ab:56:3c:3f:93:5b:95:24:c6:54:52:

         1f:86:a9:16:ce:d9:ea:8b:3a:f3:4f:c4:8f:ad:de:e8:3e:3c:

         d2:51:51:ad:33:7f:d8:c5:33:24:26:f1:2d:9d:0e:9f:55:d0:

         68:bf:af:bd:68:4a:40:08:bc:92:a0:62:54:7d:16:7b:36:29:

         15:b1:cd:58:8e:fb:4a:f2:3e:94:8b:fe:56:95:cc:24:32:af:

         5f:71:99:18:ed:0c:64:94:f7:54:48:87:48:d0:6d:b3:42:04:

         96:03:73:a2:8e:8a:6a:b2:af:ee:56:19:a1:c6:35:12:59:ad:

         19:6a:fe:e0:f1:27:cc:96:4e:f0:4f:fb:6a:bd:ce:05:2c:aa:

         79:7c:df:02:5c:ca:53:7d:60:12:88:7c:ce:15:c7:d4:02:27:

         c1:ab:cf:71:30:1e:14:ba

WARNING: no nonce in response

Response verify OK

csc-prod-ONTAP-Mediator.pem: good

        This Update: Feb 28 05:00:00 2023 GMT

        Next Update: Mar  4 04:59:59 2023 GMT
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+ openssl verify -untrusted csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CApath

/etc/pki/tls csc-prod-ONTAP-Mediator.pem

csc-prod-ONTAP-Mediator.pem: OK

+ openssl verify -untrusted tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CApath

/etc/pki/tls tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem

tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem: OK

+ openssl ts -verify -data ontap-mediator-1.6.0.sig -in ontap-mediator-

1.6.0.sig.tsr -CAfile tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -untrusted tsa-

prod-ONTAP-Mediator.pem

Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf

Verification: OK

+ openssl ts -verify -data ontap-mediator-1.6.0 -in ontap-mediator-

1.6.0.tsr -CAfile tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -untrusted tsa-

prod-ONTAP-Mediator.pem

Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf

Verification: OK

+ openssl dgst -sha256 -verify ONTAP-Mediator-production.pub -signature

ontap-mediator-1.6.0.sig ontap-mediator-1.6.0

Verified OK

[root@scspa2695423001 ontap-mediator-1.6.0]#

ONTAP メディエーターのインストールパッケージをインストールします

ONTAP メディエーターサービスをインストールするには、インストールパッケージを取
得してホストでインストーラを実行する必要があります。

このタスクについて

• ONTAP メディエーター1.4以降では、セキュアブートメカニズムはUEFIシステムで有効になっています。
セキュアブートが有効になっている場合は、インストール後に追加の手順を実行してセキュリティキーを
登録する必要があります。

◦ READMEファイルの指示に従ってSCSTカーネルモジュールに署名します。

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.module-

signing

◦ 必要なキーを探します。

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys

インストール後は、READMEファイルとキーの場所もシステム出力に含まれています。

手順

1. インストーラを実行し、必要に応じてプロンプトに応答します。

./ontap-mediator-1.6.0/ontap-mediator-1.6.0 -y
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[root@scs000099753 ~]# ./ontap-mediator-1.5.0/ontap-mediator-1.6.0 -y

インストールプロセスが開始され、必要なアカウントの作成と必要なパッケージのインストールが行われ
ます。以前のバージョンのメディエーターがホストにインストールされている場合は、アップグレードを
確認するプロンプトが表示されます。
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ONTAP メディエーター1.5のインストールの例（コンソール出力）

[root@scs000099753 ~]# ./ontap-mediator-1.6.0/ontap-mediator-1.6.0 -y

ONTAP Mediator: Self Extracting Installer

+ Extracting the ONTAP Mediator installation/upgrade archive

+ Performing the ONTAP Mediator run-time code signature check

   Using openssl from the path: /usr/bin/openssl configured for

CApath:/etc/pki/tls

+ Unpacking the ONTAP Mediator installer

ONTAP Mediator requires two user accounts. One for the service

(netapp), and one for use by ONTAP to the mediator API (mediatoradmin).

Using default account names: netapp + mediatoradmin

Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:

Re-Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:

+ Checking if SELinux is in enforcing mode

+ Checking for default Linux firewall

success

success

success

###############################################################

Preparing for installation of ONTAP Mediator packages.

+ Installing required packages.

Last metadata expiration check: 0:25:24 ago on Fri 21 Oct 2022 04:00:13

PM EDT.

Package openssl-1:1.1.1k-4.el8.x86_64 is already installed.

Package gcc-8.4.1-1.el8.x86_64 is already installed.

Package python36-3.6.8-2.module+el8.1.0+3334+5cb623d7.x86_64 is already

installed.

Package libselinux-utils-2.9-5.el8.x86_64 is already installed.

Package perl-Data-Dumper-2.167-399.el8.x86_64 is already installed.

Package efibootmgr-16-1.el8.x86_64 is already installed.

Package mokutil-1:0.3.0-11.el8.x86_64 is already installed.
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Package python3-pip-9.0.3-19.el8.noarch is already installed.

Package policycoreutils-python-utils-2.9-14.el8.noarch is already

installed.

Dependencies resolved.

=======================================================================

=======================================================================

==========================================

 Package                                       Architecture

Version                                                  Repository

Size

=======================================================================

=======================================================================

==========================================

Installing:

 bzip2                                         x86_64

1.0.6-26.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      60 k

 elfutils-libelf-devel                         x86_64

0.186-1.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      60 k

 kernel-devel                                  x86_64

4.18.0-348.el8                                           rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      20 M

 make                                          x86_64

1:4.2.1-11.el8                                           rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     498 k

 openssl-devel                                 x86_64

1:1.1.1k-7.el8_6                                         rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     2.3 M

 patch                                         x86_64

2.7.6-11.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     138 k

 perl-ExtUtils-MakeMaker                       noarch

1:7.34-1.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  301 k

 python36-devel                                x86_64

3.6.8-38.module+el8.5.0+12207+5c5719bc                   rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   17 k

 redhat-lsb-core                               x86_64

4.1-47.el8                                               rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   45 k

Upgrading:

 cpp                                           x86_64

8.5.0-10.1.el8_6                                         rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   10 M

 elfutils-libelf                               x86_64
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0.186-1.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     229 k

 elfutils-libs                                 x86_64

0.186-1.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     295 k

 gcc                                           x86_64

8.5.0-10.1.el8_6                                         rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   23 M

 libgcc                                        x86_64

8.5.0-10.1.el8_6                                         rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      80 k

 libgomp                                       x86_64

8.5.0-10.1.el8_6                                         rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     207 k

 libsemanage                                   x86_64

2.9-8.el8                                                rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     168 k

 mokutil                                       x86_64

1:0.3.0-11.el8_6.1                                       rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      46 k

 openssl                                       x86_64

1:1.1.1k-7.el8_6                                         rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     709 k

 openssl-libs                                  x86_64

1:1.1.1k-7.el8_6                                         rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     1.5 M

 platform-python-pip                           noarch

9.0.3-22.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     1.6 M

 policycoreutils                               x86_64

2.9-19.el8                                               rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     374 k

 policycoreutils-python-utils                  noarch

2.9-19.el8                                               rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     253 k

 python3-libsemanage                           x86_64

2.9-8.el8                                                rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     128 k

 python3-pip                                   noarch

9.0.3-22.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   20 k

 python3-policycoreutils                       noarch

2.9-19.el8                                               rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     2.2 M

 python36                                      x86_64

3.6.8-38.module+el8.5.0+12207+5c5719bc                   rhel-8-for-
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x86_64-appstream-rpms                   19 k

Installing dependencies:

 annobin                                       x86_64

10.29-3.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  117 k

 at                                            x86_64

3.1.20-11.el8                                            rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      81 k

 bc                                            x86_64

1.07.1-5.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     129 k

 cups-client                                   x86_64

1:2.2.6-38.el8                                           rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  169 k

 dwz                                           x86_64

0.12-10.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  109 k

 ed                                            x86_64

1.14.2-4.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      82 k

 efi-srpm-macros                               noarch

3-3.el8                                                  rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   22 k

 esmtp                                         x86_64

1.2-15.el8                                               EPEL-8

57 k

 ghc-srpm-macros                               noarch

1.4.2-7.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  9.4 k

 go-srpm-macros                                noarch

2-17.el8                                                 rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   13 k

 keyutils-libs-devel                           x86_64

1.5.10-6.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      48 k

 krb5-devel                                    x86_64

1.18.2-14.el8                                            rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     560 k

 libcom_err-devel                              x86_64

1.45.6-2.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      38 k

 libesmtp                                      x86_64

1.0.6-18.el8                                             EPEL-8

70 k

 libkadm5                                      x86_64

1.18.2-14.el8                                            rhel-8-for-
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x86_64-baseos-rpms                     187 k

 liblockfile                                   x86_64

1.14-1.el8                                               rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   32 k

 libselinux-devel                              x86_64

2.9-5.el8                                                rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     200 k

 libsepol-devel                                x86_64

2.9-3.el8                                                rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      87 k

 libverto-devel                                x86_64

0.3.0-5.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      18 k

 m4                                            x86_64

1.4.18-7.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     223 k

 mailx                                         x86_64

12.5-29.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     257 k

 ncurses-compat-libs                           x86_64

6.1-9.20180224.el8                                       rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     328 k

 ocaml-srpm-macros                             noarch

5-4.el8                                                  rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  9.5 k

 openblas-srpm-macros                          noarch

2-2.el8                                                  rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  8.0 k

 pcre2-devel                                   x86_64

10.32-2.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     605 k

 pcre2-utf16                                   x86_64

10.32-2.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     229 k

 pcre2-utf32                                   x86_64

10.32-2.el8                                              rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     220 k

 perl-CPAN-Meta-YAML                           noarch

0.018-397.el8                                            rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   34 k

 perl-ExtUtils-Command                         noarch

1:7.34-1.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   19 k

 perl-ExtUtils-Install                         noarch

2.14-4.el8                                               rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   46 k
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 perl-ExtUtils-Manifest                        noarch

1.70-395.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   37 k

 perl-ExtUtils-ParseXS                         noarch

1:3.35-2.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   83 k

 perl-JSON-PP                                  noarch

1:2.97.001-3.el8                                         rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   68 k

 perl-Math-BigInt                              noarch

1:1.9998.11-7.el8                                        rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     196 k

 perl-Math-Complex                             noarch

1.59-421.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     109 k

 perl-Test-Harness                             noarch

1:3.42-1.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  279 k

 perl-devel                                    x86_64

4:5.26.3-419.el8_4.1                                     rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  599 k

 perl-srpm-macros                              noarch

1-25.el8                                                 rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   11 k

 perl-version                                  x86_64

6:0.99.24-1.el8                                          rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   67 k

 platform-python-devel                         x86_64

3.6.8-41.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  249 k

 python-rpm-macros                             noarch

3-41.el8                                                 rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   15 k

 python-srpm-macros                            noarch

3-41.el8                                                 rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   15 k

 python3-pyparsing                             noarch

2.1.10-7.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     142 k

 python3-rpm-generators                        noarch

5-7.el8                                                  rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   25 k

 python3-rpm-macros                            noarch

3-41.el8                                                 rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   14 k

 qt5-srpm-macros                               noarch
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5.15.2-1.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   11 k

 redhat-lsb-submod-security                    x86_64

4.1-47.el8                                               rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   22 k

 redhat-rpm-config                             noarch

125-1.el8                                                rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   87 k

 rust-srpm-macros                              noarch

5-2.el8                                                  rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  9.3 k

 spax                                          x86_64

1.5.3-13.el8                                             rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     217 k

 systemtap-sdt-devel                           x86_64

4.6-4.el8                                                rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   86 k

 time                                          x86_64

1.9-3.el8                                                rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      54 k

 unzip                                         x86_64

6.0-46.el8                                               rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     196 k

 util-linux-user                               x86_64

2.32.1-28.el8                                            rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     100 k

 zip                                           x86_64

3.0-23.el8                                               rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                     270 k

 zlib-devel                                    x86_64

1.2.11-17.el8                                            rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms                      58 k

Installing weak dependencies:

 perl-CPAN-Meta                                noarch

2.150010-396.el8                                         rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                  191 k

 perl-CPAN-Meta-Requirements                   noarch

2.140-396.el8                                            rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   37 k

 perl-Encode-Locale                            noarch

1.05-10.module+el8.3.0+6498+9eecfe51                     rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   22 k

 perl-Time-HiRes                               x86_64

4:1.9758-2.el8                                           rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms                   61 k
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Transaction Summary

=======================================================================

=======================================================================

==========================================

Install  69 Packages

Upgrade  17 Packages

Total download size: 72 M

Is this ok [y/N]: y

Downloading Packages:

(1/86): perl-ExtUtils-Install-2.14-4.el8.noarch.rpm

735 kB/s |  46 kB     00:00

(2/86): libesmtp-1.0.6-18.el8.x86_64.rpm

1.0 MB/s |  70 kB     00:00

(3/86): esmtp-1.2-15.el8.x86_64.rpm

747 kB/s |  57 kB     00:00

(4/86): rust-srpm-macros-5-2.el8.noarch.rpm

308 kB/s | 9.3 kB     00:00

(5/86): perl-ExtUtils-Manifest-1.70-395.el8.noarch.rpm

781 kB/s |  37 kB     00:00

(6/86): perl-CPAN-Meta-2.150010-396.el8.noarch.rpm

2.7 MB/s | 191 kB     00:00

(7/86): ocaml-srpm-macros-5-4.el8.noarch.rpm

214 kB/s | 9.5 kB     00:00

(8/86): perl-JSON-PP-2.97.001-3.el8.noarch.rpm

1.2 MB/s |  68 kB     00:00

(9/86): perl-ExtUtils-MakeMaker-7.34-1.el8.noarch.rpm

5.8 MB/s | 301 kB     00:00

(10/86): ghc-srpm-macros-1.4.2-7.el8.noarch.rpm

317 kB/s | 9.4 kB     00:00

(11/86): perl-Test-Harness-3.42-1.el8.noarch.rpm

4.5 MB/s | 279 kB     00:00

(12/86): perl-ExtUtils-Command-7.34-1.el8.noarch.rpm

520 kB/s |  19 kB     00:00

...

 

15 MB/s | 1.5 MB     00:00

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

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

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

Total

35 MB/s |  72 MB     00:02

Running transaction check

Transaction check succeeded.

Running transaction test
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Transaction test succeeded.

Running transaction

  Preparing        :

1/1

  Running scriptlet: openssl-libs-1:1.1.1k-7.el8_6.x86_64

1/1

  Upgrading        : openssl-libs-1:1.1.1k-7.el8_6.x86_64

1/103

  Running scriptlet: openssl-libs-1:1.1.1k-7.el8_6.x86_64

1/103

  Upgrading        : libgcc-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64

2/103

  Running scriptlet: libgcc-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64

2/103

  Upgrading        : elfutils-libelf-0.186-1.el8.x86_64

3/103

  Installing       : perl-version-6:0.99.24-1.el8.x86_64

4/103

  Installing       : perl-CPAN-Meta-Requirements-2.140-396.el8.noarch

5/103

  Upgrading        : libsemanage-2.9-8.el8.x86_64

6/103

  Installing       : zlib-devel-1.2.11-17.el8.x86_64

7/103

  Installing       : python-srpm-macros-3-41.el8.noarch

8/103

  Installing       : python-rpm-macros-3-41.el8.noarch

9/103

  Installing       : python3-rpm-macros-3-41.el8.noarch

10/103

  Installing       : perl-Time-HiRes-4:1.9758-2.el8.x86_64

11/103

  Installing       : perl-ExtUtils-ParseXS-1:3.35-2.el8.noarch

12/103

  Installing       : perl-Test-Harness-1:3.42-1.el8.noarch

13/103

  Upgrading        : python3-libsemanage-2.9-8.el8.x86_64

14/103

  Upgrading        : policycoreutils-2.9-19.el8.x86_64

15/103

  Running scriptlet: policycoreutils-2.9-19.el8.x86_64

15/103

  Upgrading        : python3-policycoreutils-2.9-19.el8.noarch

16/103

  Installing       : dwz-0.12-10.el8.x86_64

17/103
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  Installing       : ncurses-compat-libs-6.1-9.20180224.el8.x86_64

18/103

  Installing       : libesmtp-1.0.6-18.el8.x86_64

19/103

  Installing       : mailx-12.5-29.el8.x86_64

20/103

  Installing       : libkadm5-1.18.2-14.el8.x86_64

21/103

  Upgrading        : libgomp-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64

22/103

  Running scriptlet: libgomp-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64

22/103

  Upgrading        : platform-python-pip-9.0.3-22.el8.noarch

23/103

  Upgrading        : python3-pip-9.0.3-22.el8.noarch

24/103

  Upgrading        : python36-3.6.8-

38.module+el8.5.0+12207+5c5719bc.x86_64

25/103

  Running scriptlet: python36-3.6.8-

38.module+el8.5.0+12207+5c5719bc.x86_64

25/103

  Upgrading        : cpp-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64

26/103

  Running scriptlet: cpp-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64

26/103

  Upgrading        : gcc-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64

27/103

  Running scriptlet: gcc-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64

27/103

  Installing       : annobin-10.29-3.el8.x86_64

28/103

  Installing       : unzip-6.0-46.el8.x86_64

29/103

  Installing       : zip-3.0-23.el8.x86_64

30/103

  Installing       : perl-Math-Complex-1.59-421.el8.noarch

31/103

  Installing       : perl-Math-BigInt-1:1.9998.11-7.el8.noarch

32/103

  Installing       : perl-JSON-PP-1:2.97.001-3.el8.noarch

33/103

  Installing       : make-1:4.2.1-11.el8.x86_64

34/103

  Running scriptlet: make-1:4.2.1-11.el8.x86_64

34/103
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  Installing       : libcom_err-devel-1.45.6-2.el8.x86_64

35/103

  Installing       : util-linux-user-2.32.1-28.el8.x86_64

36/103

  Installing       : libsepol-devel-2.9-3.el8.x86_64

37/103

  Installing       : pcre2-utf32-10.32-2.el8.x86_64

38/103

  Installing       : pcre2-utf16-10.32-2.el8.x86_64

39/103

  Installing       : pcre2-devel-10.32-2.el8.x86_64

40/103

  Installing       : libselinux-devel-2.9-5.el8.x86_64

41/103

  Installing       : patch-2.7.6-11.el8.x86_64

42/103

  Installing       : python3-pyparsing-2.1.10-7.el8.noarch

43/103

  Installing       : systemtap-sdt-devel-4.6-4.el8.x86_64

44/103

  Installing       : spax-1.5.3-13.el8.x86_64

45/103

  Running scriptlet: spax-1.5.3-13.el8.x86_64

45/103

  Installing       : m4-1.4.18-7.el8.x86_64

46/103

  Running scriptlet: m4-1.4.18-7.el8.x86_64

46/103

  Installing       : libverto-devel-0.3.0-5.el8.x86_64

47/103

  Installing       : bc-1.07.1-5.el8.x86_64

48/103

  Running scriptlet: bc-1.07.1-5.el8.x86_64

48/103

  Installing       : at-3.1.20-11.el8.x86_64

49/103

  Running scriptlet: at-3.1.20-11.el8.x86_64

49/103

  Installing       : keyutils-libs-devel-1.5.10-6.el8.x86_64

50/103

  Installing       : krb5-devel-1.18.2-14.el8.x86_64

51/103

  Installing       : time-1.9-3.el8.x86_64

52/103

  Running scriptlet: time-1.9-3.el8.x86_64

52/103
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  Upgrading        : policycoreutils-python-utils-2.9-19.el8.noarch

80/103

  Installing       : elfutils-libelf-devel-0.186-1.el8.x86_64

81/103

  Upgrading        : elfutils-libs-0.186-1.el8.x86_64

82/103

  Upgrading        : mokutil-1:0.3.0-11.el8_6.1.x86_64

83/103

  Upgrading        : openssl-1:1.1.1k-7.el8_6.x86_64

84/103

  Installing       : kernel-devel-4.18.0-348.el8.x86_64

85/103

  Running scriptlet: kernel-devel-4.18.0-348.el8.x86_64

  ...

 

85/103

  Installing       : bzip2-1.0.6-26.el8.x86_64

86/103

  Cleanup          : policycoreutils-python-utils-2.9-14.el8.noarch

87/103

  Cleanup          : python3-policycoreutils-2.9-14.el8.noarch

88/103

  Cleanup          : python36-3.6.8-

2.module+el8.1.0+3334+5cb623d7.x86_64

89/103

  Running scriptlet: python36-3.6.8-

2.module+el8.1.0+3334+5cb623d7.x86_64

89/103

  Cleanup          : elfutils-libs-0.185-1.el8.x86_64

90/103

  Cleanup          : openssl-1:1.1.1k-4.el8.x86_64

91/103

  Cleanup          : python3-libsemanage-2.9-6.el8.x86_64

92/103

  Running scriptlet: gcc-8.4.1-1.el8.x86_64

93/103

  Cleanup          : gcc-8.4.1-1.el8.x86_64

93/103

  Running scriptlet: policycoreutils-2.9-14.el8.x86_64

94/103

  Cleanup          : policycoreutils-2.9-14.el8.x86_64

94/103

  Cleanup          : mokutil-1:0.3.0-11.el8.x86_64

95/103
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  Cleanup          : python3-pip-9.0.3-19.el8.noarch

96/103

  Cleanup          : platform-python-pip-9.0.3-19.el8.noarch

97/103

  Cleanup          : openssl-libs-1:1.1.1k-4.el8.x86_64

98/103

  Running scriptlet: openssl-libs-1:1.1.1k-4.el8.x86_64

98/103

  Cleanup          : libsemanage-2.9-6.el8.x86_64

99/103

  Running scriptlet: cpp-8.4.1-1.el8.x86_64

100/103

  Cleanup          : cpp-8.4.1-1.el8.x86_64

100/103

  Cleanup          : libgcc-8.5.0-3.el8.x86_64

101/103

  Running scriptlet: libgcc-8.5.0-3.el8.x86_64

101/103

  Running scriptlet: libgomp-8.4.1-1.el8.x86_64

102/103

  Cleanup          : libgomp-8.4.1-1.el8.x86_64

102/103

  Running scriptlet: libgomp-8.4.1-1.el8.x86_64

102/103

  Cleanup          : elfutils-libelf-0.185-1.el8.x86_64

103/103

  Running scriptlet: elfutils-libelf-0.185-1.el8.x86_64

103/103

  Verifying        : esmtp-1.2-15.el8.x86_64

1/103

  Verifying        : libesmtp-1.0.6-18.el8.x86_64

  ...

Upgraded:

  cpp-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64                              elfutils-

libelf-0.186-1.el8.x86_64     elfutils-libs-0.186-1.el8.x86_64

gcc-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64

  libgcc-8.5.0-10.1.el8_6.x86_64                           libgomp-

8.5.0-10.1.el8_6.x86_64        libsemanage-2.9-8.el8.x86_64

mokutil-1:0.3.0-11.el8_6.1.x86_64

  openssl-1:1.1.1k-7.el8_6.x86_64                          openssl-

libs-1:1.1.1k-7.el8_6.x86_64   platform-python-pip-9.0.3-22.el8.noarch

policycoreutils-2.9-19.el8.x86_64

  policycoreutils-python-utils-2.9-19.el8.noarch           python3-

libsemanage-2.9-8.el8.x86_64   python3-pip-9.0.3-22.el8.noarch
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python3-policycoreutils-2.9-19.el8.noarch

  python36-3.6.8-38.module+el8.5.0+12207+5c5719bc.x86_64

Installed:

  annobin-10.29-3.el8.x86_64                                        at-

3.1.20-11.el8.x86_64                             bc-1.07.1-5.el8.x86_64

  bzip2-1.0.6-26.el8.x86_64

cups-client-1:2.2.6-38.el8.x86_64                   dwz-0.12-

10.el8.x86_64

  ed-1.14.2-4.el8.x86_64

efi-srpm-macros-3-3.el8.noarch                      elfutils-libelf-

devel-0.186-1.el8.x86_64

  esmtp-1.2-15.el8.x86_64

ghc-srpm-macros-1.4.2-7.el8.noarch                  go-srpm-macros-2-

17.el8.noarch

  kernel-devel-4.18.0-348.el8.x86_64

keyutils-libs-devel-1.5.10-6.el8.x86_64             krb5-devel-1.18.2-

14.el8.x86_64

  libcom_err-devel-1.45.6-2.el8.x86_64

libesmtp-1.0.6-18.el8.x86_64                        libkadm5-1.18.2-

14.el8.x86_64

  liblockfile-1.14-1.el8.x86_64

libselinux-devel-2.9-5.el8.x86_64                   libsepol-devel-2.9-

3.el8.x86_64

  libverto-devel-0.3.0-5.el8.x86_64                                 m4-

1.4.18-7.el8.x86_64                              mailx-12.5-

29.el8.x86_64

  make-1:4.2.1-11.el8.x86_64

ncurses-compat-libs-6.1-9.20180224.el8.x86_64       ocaml-srpm-macros-

5-4.el8.noarch

  openblas-srpm-macros-2-2.el8.noarch

openssl-devel-1:1.1.1k-7.el8_6.x86_64               patch-2.7.6-

11.el8.x86_64

  pcre2-devel-10.32-2.el8.x86_64

pcre2-utf16-10.32-2.el8.x86_64                      pcre2-utf32-10.32-

2.el8.x86_64

  perl-CPAN-Meta-2.150010-396.el8.noarch

perl-CPAN-Meta-Requirements-2.140-396.el8.noarch    perl-CPAN-Meta-

YAML-0.018-397.el8.noarch

  perl-Encode-Locale-1.05-10.module+el8.3.0+6498+9eecfe51.noarch

perl-ExtUtils-Command-1:7.34-1.el8.noarch           perl-ExtUtils-

Install-2.14-4.el8.noarch

  perl-ExtUtils-MakeMaker-1:7.34-1.el8.noarch

perl-ExtUtils-Manifest-1.70-395.el8.noarch          perl-ExtUtils-

ParseXS-1:3.35-2.el8.noarch

  perl-JSON-PP-1:2.97.001-3.el8.noarch

perl-Math-BigInt-1:1.9998.11-7.el8.noarch           perl-Math-Complex-
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1.59-421.el8.noarch

  perl-Test-Harness-1:3.42-1.el8.noarch

perl-Time-HiRes-4:1.9758-2.el8.x86_64               perl-devel-

4:5.26.3-419.el8_4.1.x86_64

  perl-srpm-macros-1-25.el8.noarch

perl-version-6:0.99.24-1.el8.x86_64                 platform-python-

devel-3.6.8-41.el8.x86_64

  python-rpm-macros-3-41.el8.noarch

python-srpm-macros-3-41.el8.noarch                  python3-pyparsing-

2.1.10-7.el8.noarch

  python3-rpm-generators-5-7.el8.noarch

python3-rpm-macros-3-41.el8.noarch                  python36-devel-

3.6.8-38.module+el8.5.0+12207+5c5719bc.x86_64

  qt5-srpm-macros-5.15.2-1.el8.noarch

redhat-lsb-core-4.1-47.el8.x86_64                   redhat-lsb-submod-

security-4.1-47.el8.x86_64

  redhat-rpm-config-125-1.el8.noarch

rust-srpm-macros-5-2.el8.noarch                     spax-1.5.3-

13.el8.x86_64

  systemtap-sdt-devel-4.6-4.el8.x86_64

time-1.9-3.el8.x86_64                               unzip-6.0-

46.el8.x86_64

  util-linux-user-2.32.1-28.el8.x86_64

zip-3.0-23.el8.x86_64                               zlib-devel-1.2.11-

17.el8.x86_64

Complete!

OS package installations finished

+ Installing ONTAP Mediator. (Log: /tmp/ontap_mediator.JixKGP/ontap-

mediator-1.6.0/ontap-mediator-1.6.0/install_20221021155929.log)

    This step will take several minutes. Use the log file to view

progress.

    Sudoer config verified

    ONTAP Mediator rsyslog and logging rotation enabled

+ Install successful. (Moving log to

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/log/install_20221021155929.log)

+ WARNING: This system supports UEFI

           Secure Boot (SB) is currently disabled on this system.

           If SB is enabled in the future, SCST will not work unless

the following action is taken:

           Using the keys in

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys follow

           instructions in

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.modu

le-signing

           to sign the SCST kernel module. Note that reboot will be
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needed.

     SCST will not start automatically when Secure Boot is enabled and

not configured properly.

+ Note: ONTAP Mediator uses a kernel module compiled specifically for

the current

        OS. Using 'yum update' to upgrade the kernel might cause

service interruption.

    For more information, see /opt/netapp/lib/ontap_mediator/README

[root@scs000099753 ~]# cat /etc/redhat-release

Red Hat Enterprise Linux release 8.5 (Ootpa)

[root@scs000099753 ~]#

インストールを確認します。

ONTAP メディエーターをインストールしたら、ONTAP メディエーターサービスが実行
されていることを確認する必要があります。

手順

1. ONTAP メディエーターサービスのステータスを表示します。

a. systemctl status ontap_mediator

[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator

 ontap_mediator.service - ONTAP Mediator

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ontap_mediator.service; enabled;

vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:49 EDT; 1 weeks 0

days ago

Process: 286710 ExecStop=/bin/kill -s INT $MAINPID (code=exited,

status=0/SUCCESS)

Main PID: 286712 (uwsgi)

Status: "uWSGI is ready"

Tasks: 3 (limit: 49473)

Memory: 139.2M

CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service

      ├─286712 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

      ├─286716 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

      └─286717 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

[root@scspr1915530002 ~]#
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b. systemctl status mediator-scst

[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status mediator-scst

   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mediator-scst.service;

enabled; vendor preset: disabled)

   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:47 EDT; 1

weeks 0 days ago

  Process: 286595 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,

status=0/SUCCESS)

 Main PID: 286662 (iscsi-scstd)

    Tasks: 1 (limit: 49473)

   Memory: 1.2M

   CGroup: /system.slice/mediator-scst.service

           └─286662 /usr/local/sbin/iscsi-scstd

[root@scspr1915530002 ~]#

2. ONTAP メディエーターサービスで使用されているポートを確認します。

netstat

[root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp   0   0 0.0.0.0:31784   0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp   0   0 0.0.0.0:3260    0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp6  0   0 :::3260         :::*           LISTEN

インストール後の設定

ONTAP メディエーターサービスをインストールして実行したら、メディエーターの機能
を使用するには、ONTAP ストレージシステムで追加の設定タスクを実行する必要があり
ます。

• MetroCluster IP 構成で ONTAP メディエーターサービスを使用する場合は、を参照してください
"MetroCluster IP 構成での ONTAP メディエーターサービスの設定"。

• SnapMirror のビジネス継続性機能を使用する手順については、を参照して "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"。

ONTAP メディエーターのセキュリティポリシーを設定します

ONTAP メディエーターサーバでは、いくつかの設定可能なセキュリティ設定がサポートされます。すべての
設定のデフォルト値は、low_space_threshold_mib：10読み取り専用ファイルで提供されます。
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/opt/netapp/lib/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.user_config.yaml

に配置されているすべての値 ontap_mediator.user_config.yaml デフォルト値は上書きされ、ONTAP
メディエーターのすべてのアップグレードで維持されます。

を変更した後 `ontap_mediator.user_config.yaml`ONTAP メディエーターサービスを再起動します。

systemctl restart ontap_mediator

次の属性を設定できます。注：のその他のデフォルト値 ontap_mediator.config.yaml 変更しないでく
ださい。

• デフォルトの自己署名証明書の代わりにサードパーティのSSL証明書をインストールするための設定

cert_path:

'/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_media

tor_server.crt'

key_path:

'/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_media

tor_server.key'

ca_cert_path:

'/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ca.crt'

ca_key_path:

'/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ca.key'

ca_serial_path:

'/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ca.srl'

cert_valid_days: '1095'                   # Used to set the expiration

on client certs to 3 years

x509_passin_pwd: 'pass:ontap'             # passphrase for the signed

client cert

• ブルートフォースパスワード推測攻撃に対する保護を提供する設定

この機能を有効にするには、の値を設定します window_seconds および retry_limit

例

◦ 5分間の猶予期間を設けて推測し、失敗回数をゼロにリセットします。

authentication_lock_window_seconds: 300

◦ 期間内に5つの障害が発生した場合は、アカウントをロックします。

authentication_retry_limit: 5

◦ 各試行を拒否する前に発生する遅延を設定することで、ブルートフォースパスワード推測攻撃の影響
を軽減し、攻撃の速度を低下させます。

authentication_failure_delay_seconds: 5
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authentication_failure_delay_seconds: 0   # seconds (float) to delay

failed auth attempts prior to response, 0 = no delay

authentication_lock_window_seconds: null  # seconds (int) since the

oldest failure before resetting the retry counter, null = no window

authentication_retry_limit: null          # number of retries to

allow before locking API access, null = unlimited

• * ONTAP メディエーターAPIユーザーアカウントのパスワードの複雑さのルールを制御するフィールド*

password_min_length: 8

password_max_length: 64

password_uppercase_chars: 0    # min. uppercase characters

password_lowercase_chars: 1    # min. lowercase character

password_special_chars: 1      # min. non-letter, non-digit

password_nonletter_chars: 2    # min. non-letter characters (digits,

specials, anything)

• で必要な空き容量を制御する設定 /opt/netapp/lib/ontap_mediator ディスク。

スペースが設定されたしきい値を下回ると、サービスは警告イベントを問題 します。

low_space_threshold_mib: 10

ONTAP メディエーターサービスを管理します

ONTAP メディエーターサービスをインストールしたあと、ユーザ名またはパスワードを
変更できます。ONTAP メディエーターサービスはアンインストールすることもできま
す。

ユーザ名を変更します

これらのタスクについて

これらのタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要がありま
す。

/usr/local/bin/mediator_username
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手順

次のいずれかを実行してユーザ名を変更します。

• 次の例に示すように、コマンド mediator_change_user を実行してプロンプトに応答します。

 [root@mediator-host ~]# mediator_change_user

 Modify the Mediator API username by entering the following values:

     Mediator API User Name: mediatoradmin

                   Password:

 New Mediator API User Name: mediator

 The account username has been modified successfully.

 [root@mediator-host ~]#

• 次のコマンドを実行します。

MEDIATOR_USERNAME=mediator MEDIATOR_PASSWORD=mediator2

MEDIATOR_NEW_USERNAME=mediatoradmin mediator_change_user

 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator

MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin

mediator_change_user

 The account username has been modified successfully.

 [root@mediator-host ~]#

パスワードを変更します

このタスクについて

このタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要がありま
す。

/usr/local/bin/mediator_change_password

手順

次のいずれかを実行してパスワードを変更します。

• を実行します mediator_change_password コマンドを実行し、次の例に示すようにプロンプトに応答
します。
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 [root@mediator-host ~]# mediator_change_password

 Change the Mediator API password by entering the following values:

    Mediator API User Name: mediatoradmin

              Old Password:

              New Password:

          Confirm Password:

 The password has been updated successfully.

 [root@mediator-host ~]#

• 次のコマンドを実行します。

MEDIATOR_USERNAME= mediatoradmin MEDIATOR_PASSWORD=mediator1

MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2 mediator_change_password

この例では、パスワードが「 mediator1 」から「 mediator2 」に変更されています。

 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin

MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2

mediator_change_password

 The password has been updated successfully.

 [root@mediator-host ~]#

ONTAP メディエーターサービスを停止します

ONTAP メディエーターサービスを停止するには、次の手順を実行します。

手順

1. ONTAP メディエーターを停止します。

systemctl stop ontap_mediator

2. SCSTを停止します。

systemctl stop mediator-scst

3. ONTAP メディエーターとSCSTを無効にします。

systemctl diable ontap_mediator mediator-scst

ONTAP メディエーターサービスを再度有効にします

ONTAP メディエーターサービスを再度有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. ONTAP メディエーターとSCSTを有効にします。
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systemctl enable ontap_mediator mediator-scst

2. SCSTを起動します。

systemctl start mediator-scst

3. ONTAP Mediatorを起動します。

systemctl start ontap_mediator

ONTAP メディエーターが正常であることを確認します

ONTAP メディエーターをインストールしたら、ONTAP メディエーターサービスが実行されていることを確
認する必要があります。

手順

1. ONTAP メディエーターサービスのステータスを表示します。

a. systemctl status ontap_mediator

[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator

 ontap_mediator.service - ONTAP Mediator

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ontap_mediator.service; enabled;

vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:49 EDT; 1 weeks 0

days ago

Process: 286710 ExecStop=/bin/kill -s INT $MAINPID (code=exited,

status=0/SUCCESS)

Main PID: 286712 (uwsgi)

Status: "uWSGI is ready"

Tasks: 3 (limit: 49473)

Memory: 139.2M

CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service

      ├─286712 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

      ├─286716 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

      └─286717 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

[root@scspr1915530002 ~]#

b. systemctl status mediator-scst
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[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status mediator-scst

   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mediator-scst.service;

enabled; vendor preset: disabled)

   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:47 EDT; 1

weeks 0 days ago

  Process: 286595 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,

status=0/SUCCESS)

 Main PID: 286662 (iscsi-scstd)

    Tasks: 1 (limit: 49473)

   Memory: 1.2M

   CGroup: /system.slice/mediator-scst.service

           └─286662 /usr/local/sbin/iscsi-scstd

[root@scspr1915530002 ~]#

2. ONTAP メディエーターサービスで使用されているポートを確認します。

netstat

[root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp   0   0 0.0.0.0:31784   0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp   0   0 0.0.0.0:3260    0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp6  0   0 :::3260         :::*           LISTEN

ホストのメンテナンスを実行するには、SCSTを手動でアンインストールします

SCSTをアンインストールするには、インストールされているONTAP メディエーターのバージョンに使用す
るSCST tarバンドルが必要です。

手順

1. 次の表に示すように、適切なSCSTバンドルをダウンロードして解凍します。

バージョン 使用するtarバンドル

ONTAP Mediator 1.0の略 scst-3.3.0.tar.bz2

ONTAP メディエーター1.1 scst-3.4.0.tar.bz2

ONTAP メディエーター1.2. scst-3.4.0.tar.bz2

ONTAP Mediator 1.3. scst-3.5.0.tar.bz2
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ONTAP メディエーター1.4. scst-3.6.0.tar.bz2

ONTAP メディエーター1.5. scst-3.6.0.tar.bz2

ONTAP メディエーター1.6. scst-3.7.0.tar.bz2

2. 「scst」ディレクトリにある次のコマンドを問題 します。

a. systemctl stop mediator-scst

b. make scstadm_uninstall

c. make iscsi_uninstall

d. make usr_uninstall

e. make scst_uninstall

f. depmod

ホストのメンテナンスを実行するには、SCSTを手動でインストールしてください

SCSTを手動でインストールするには、インストールされているONTAP メディエーターのバージョンに使用
するSCST tarバンドルが必要です（を参照） 上の表）。

1. 「scst」ディレクトリにある次のコマンドを問題 します。

a. make 2release

b. make scst_install

c. make usr_install

d. make iscsi_install

e. make scstadm_install

f. depmod

g. cp scst/src/certs/scst_module_key.der

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/.

h. cp scst/src/certs/scst_module_key.der

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/.

i. patch /etc/init.d/scst < /opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/scst.patch

2. （オプション）セキュアブートが有効になっている場合は、リブートする前に、次の手順を実行します。

a. 「scst_vdisk」、「scst」、および「iscsi_scst」モジュールの各ファイル名を確認します。

[root@localhost ~]# modinfo -n scst_vdisk

[root@localhost ~]# modinfo -n scst

[root@localhost ~]# modinfo -n iscst_scst_vdisk

307



b. カーネルのリリースを確認します。

[root@localhost ~]# uname -r

c. 各ファイルにカーネルで署名します。

[root@localhost ~]# /usr/src/kernels/<KERNEL-RELEASE>/scripts/sign-

file \sha256 \

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/scst_modu

le_key.priv \

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/scst_modu

le_key.der \

_module-filename_

d. UEFIファームウェアで正しいキーをインストールします。

UEFIキーのインストール手順は、次の場所にあります。

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.module-

signing

生成されたUEFIキーは次の場所にあります。

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/scst_module_key.de

r

3. リブートを実行します。

reboot

ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします

作業を開始する前に

必要に応じて、 ONTAP メディエーターサービスを削除できます。メディエーターサービスを削除するには、
事前にメディエーターを ONTAP から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、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要がありま
す。

/usr/local/bin/uninstall_ontap_mediator

ステップ

1. ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします

308



uninstall_ontap_mediator

 [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

 ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

 + Removing ONTAP Mediator. (Log:

/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)

 + Remove successful.

 [root@mediator-host ~]#

ONTAP メディエーター用のOSホストを維持します

最適なパフォーマンスを得るには、ONTAP メディエーター用のホストOSを定期的に保
守する必要があります。

ホストをリブートします

クラスタが正常な状態になったらホストをリブートします。ONTAP メディエーターがオフラインの間は、ク
ラスタが障害に適切に対応できなくなるリスクがあります。再起動が必要な場合は、サービスウィンドウを使
用することをお勧めします。

ONTAP メディエーターはリブート中に自動的に再開され、ONTAP クラスタで以前に設定した関係が再入力
されます。

ホストパッケージの更新

ライブラリやyumパッケージ（カーネルを除く）は安全に更新できますが、有効にするには再起動が必要にな
る場合があります。再起動が必要な場合は、サービスウィンドウを使用することをお勧めします。

をインストールした場合 yum-utils パッケージでは、を使用します needs-restarting パッケージの変
更にリブートが必要かどうかを検出するコマンド。

実行中のプロセスにはすぐには反映されないため、ONTAP メディエーターの依存関係が更新された場合はリ
ブートする必要があります。

ホストOSのマイナーカーネルアップグレード

SCSTは、使用しているカーネル用にコンパイルされている必要があります。OSを更新するには、メンテナ
ンス時間が必要です。

手順

ホストOSカーネルをアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. ONTAP メディエーターを停止します

2. SCSTパッケージをアンインストールします。（SCSTにはアップグレードメカニズムはありません）。

3. OSをアップグレードし、再起動します。
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4. SCSTパッケージを再インストールします。

5. ONTAP メディエーターサービスを再度有効にします。

System Manager を使用して MetroCluster サイトを管理する

System Manager を使用した MetroCluster サイトの管理の概要

ONTAP 9.8 以降では、 MetroCluster セットアップを管理するためのシンプルなインター
フェイスとして System Manager を使用できます。

MetroCluster 構成では、 2 つのクラスタ間でデータを相互にミラーリングできるため、一方のクラスタが停
止してもデータは失われません。

通常、組織は 2 つの異なる地域にクラスタをセットアップします。各ロケーションの管理者がクラスタを設
定し、設定します。次に、一方の管理者が、データを共有できるように、クラスタ間にピア関係を設定しま
す。

組織は、 ONTAP メディエーターを 3 番目の場所にインストールすることもできます。ONTAP メディエータ
ーサービスは、各クラスタのステータスを監視します。一方のクラスタがパートナークラスタと通信できない
ことを検出すると、エラーがクラスタシステムまたはネットワーク接続に問題があるかどうかを監視対象に照
会します。

ネットワーク接続に問題がある場合は、システム管理者がトラブルシューティング方法を実行してエラーを修
正し、再接続します。パートナークラスタが停止すると、もう一方のクラスタがスイッチオーバープロセスを
開始して両方のクラスタのデータ I/O を制御します。

また、スイッチオーバーを実行して、計画的メンテナンスのために一方のクラスタシステムを停止することも
できます。メンテナンスを実行してスイッチバック処理を実行するクラスタを起動するまで、両方のクラスタ
のすべてのデータ I/O 処理がパートナークラスタによって処理されます。

管理できる処理は次のとおりです。

• "IP MetroCluster サイトをセットアップする"

• "IP MetroCluster ピアリングをセットアップする"

• "IP MetroCluster サイトを設定します"

• "IP MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックを実行"

• "IP MetroCluster 設定に関する問題のトラブルシューティングを行う"

• "MetroCluster クラスタの ONTAP をアップグレードします"

IP MetroCluster サイトをセットアップする

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して MetroCluster サイトの IP 設定を行
うことができます。

MetroCluster サイトは 2 つのクラスタで構成されます。通常、クラスタは地理的に離れた場所に配置されま
す。

を開始する前に
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• に従って、システムの設置とケーブル接続が完了している必要があります https://["インストールおよびセ
ットアップガイド"^] システムに同梱されていたものです。

• クラスタ内通信用に、各クラスタの各ノードにクラスタネットワークインターフェイスを設定する必要が
あります。

ノード管理 IP アドレスを割り当て

Windows システム

Windows コンピュータは、コントローラと同じサブネットに接続する必要があります。これにより、システ
ムにノード管理 IP アドレスが自動的に割り当てられます。

手順

1. Windows システムで、 * Network * ドライブを開いてノードを検出します。

2. ノードをダブルクリックしてクラスタセットアップウィザードを起動します。

その他のシステム

クラスタ内のいずれかのノードにノード管理 IP アドレスを設定する必要があります。このノード管理 IP アド
レスを使用して、クラスタセットアップウィザードを起動できます。

を参照してください "第 1 ノードへのクラスタの作成" ノード管理 IP アドレスの割り当てについては、を参照
してください。

クラスタを初期化して設定

クラスタを初期化するには、クラスタの管理パスワードを設定し、クラスタ管理ネットワークとノード管理ネ
ットワークをセットアップします。DNS サーバなどのサービスを設定してホスト名を解決したり、 NTP サー
バを設定して時間を同期したりすることもできます。

手順

1. Web ブラウザで、設定したノード管理 IP アドレスを入力します。 "https://[]

System Manager は、クラスタ内の残りのノードを自動的に検出します。

2. Initialize Storage System* （ストレージシステムの初期化）ウィンドウで、次の手順を実行します。

a. クラスタ管理ネットワーク設定データを入力します。

b. すべてのノードのノード管理 IP アドレスを入力してください。

c. ドメインネームサーバ（ DNS ）の詳細を指定します。

d. [* その他 * （ * Other * ） ] セクションで、 [ タイムサービス（ NTP ）を使用（ Use time service （
NTP ） * ] というラベルの付いたチェックボックスを選択してタイムサーバを追加します。

Submit * をクリックすると、クラスタが作成および構成されるまで待機します。その後、検証プロセスが実行
されます。

次の手順

両方のクラスタのセットアップ、初期化、設定が完了したら、次の手順を実行します。
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• "IP MetroCluster ピアリングをセットアップする"

新しいクラスタのビデオで ONTAP を設定

IP MetroCluster ピアリングをセットアップする

ONTAP 9.8 以降では、 MetroCluster 処理の IP 設定を System Manager で管理できま
す。2 つのクラスタをセットアップしたら、それらのクラスタ間にピア関係を設定しま
す。

を開始する前に

2 つのクラスタをセットアップするために、次の手順を完了しておく必要があります。

• "IP MetroCluster サイトをセットアップする"

このプロセスの特定の手順は、各クラスタの地理的サイトにある異なるシステム管理者によって実行されま
す。このプロセスを説明するために、クラスタの名前は「サイト A クラスタ」および「サイト B クラスタ」
です。

サイト A からピアリングプロセスを実行しています

このプロセスは、サイト A のシステム管理者が実行します

手順

1. サイト A のクラスタにログインします。

2. System Manager で、左側のナビゲーション列から「 * Dashboard * 」を選択してクラスタの概要を表示
します。
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ダッシュボードには、このクラスタ（サイト A ）の詳細が表示されます。「 * MetroCluster * 」セクシ
ョンの左側には、サイト A のクラスタが表示されています。

3. [Attach Partner Cluster] をクリックします。

4. サイト A のクラスタ内のノードがサイト B のクラスタ内のノードと通信できるようにするネットワーク
インターフェイスの詳細を入力します。

5. [ 保存して続行 ] をクリックします。

6. [* パートナークラスタの接続 * ] ウィンドウで、 [ パスフレーズがありません * ] を選択してパスフレーズ
を生成します。

7. 生成されたパスフレーズをコピーし、サイト B のシステム管理者と共有します

8. [ 閉じる（ Close ） ] を選択します。

サイト B からピアリングプロセスを実行しています

このプロセスは、サイト B のシステム管理者が実行します

手順

1. サイト B のクラスタにログインします。

2. System Manager で、 * Dashboard * を選択してクラスタの概要を表示します。

ダッシュボードには、このクラスタ（サイト B ）の詳細が表示されます。MetroCluster セクションでは、
左側にサイト B のクラスタが表示されます。

3. [Attach Partner Cluster] をクリックしてピアリングプロセスを開始します。

4. サイト B のクラスタ内のノードがサイト A のクラスタ内のノードと通信できるようにするネットワーク
インターフェイスの詳細を入力します。

5. [ 保存して続行 ] をクリックします。

6. [* パートナークラスタの接続 * （ * Attach Partner Cluster * ） ] ウィンドウで、 [ パスフレーズ * がありま
す（ * I have a passphrase * ） ] を選択します。これにより、サイト A のシステム管理者から受け取った
パスフレーズを入力できます

7. ピア * を選択してピアリングプロセスを完了します。

次の手順

ピアリングプロセスが完了したら、クラスタを設定します。を参照してください "IP MetroCluster サイトを設
定します"。

IP MetroCluster サイトを設定します

ONTAP 9.8 以降では、 MetroCluster 処理の IP 設定を System Manager で管理できま
す。2 つのクラスタをセットアップしてピアリングしたら、各クラスタを構成します。

を開始する前に

次の作業を完了しておきます。

• "IP MetroCluster サイトをセットアップする"
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• "IP MetroCluster ピアリングをセットアップする"

クラスタ間の接続を設定します

手順

1. いずれかのサイトで System Manager にログインし、 * Dashboard * を選択します。

「 * MetroCluster * 」セクションの図は、 MetroCluster サイト用にセットアップしてピアリングした 2 つ
のクラスタを示しています。作業中のクラスタ（ローカルクラスタ）が左側に表示されます。

2. MetroCluster の設定 * をクリックします。このウィンドウでは、次のタスクを実行できます。

a. MetroCluster 構成の各クラスタのノードが表示されます。ドロップダウンリストを使用して、ローカ
ルクラスタのどのノードをディザスタリカバリパートナーとするかを選択し、リモートクラスタのど
のノードを使用するかを決定します。

b. ONTAP メディエーターサービスを設定する場合は、チェックボックスをクリックします。を参照して
ください ONTAP メディエーターサービスを設定します。

c. 両方のクラスタに暗号化を有効にするライセンスがある場合は、 * Encryption * セクションが表示され
ます。

暗号化を有効にするには、パスフレーズを入力します。

d. 共有レイヤ 3 ネットワークで MetroCluster を設定する場合は、このチェックボックスをオンにしま
す。

ノードに接続する HA パートナーノードとネットワークスイッチで、同じ構成を使用す
る必要があります。

3. 保存 * をクリックして、 MetroCluster サイトを設定します。

ダッシュボード * の * MetroCluster * セクションでは、 2 つのクラスタ間のリンクにチェックマークが表
示され、正常な接続を示しています。

ONTAP メディエーターサービスを設定します

ONTAP メディエーターサービスは、通常、クラスタのどちらかの場所とは別の地理的な場所にインストール
します。クラスタがサービスと定期的に通信して、稼働中であることを示します。MetroCluster 構成のどちら
かのクラスタで、パートナークラスタとの通信が停止していることが検出されると、 ONTAP メディエーター
がチェックされてパートナークラスタ自体が停止しているかどうかが判断されます。

を開始する前に

MetroCluster サイトの両方のクラスタが起動し、ピア関係にある必要があります。

手順

1. ONTAP 9.8 の System Manager で、 * Cluster > Settings * を選択します。

2. [* Mediator* ] セクションで、をクリックします 。

3. Configure Mediator* （メディエーターの設定）ウィンドウで、 * Add+* （追加 + * ）をクリックします。

4. ONTAP メディエーターの設定の詳細を入力します。
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IP MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックを実行

1 つの IP MetroCluster サイトからもう一方のサイトに制御を切り替えることで、問題の
メンテナンスやリカバリを実施できます。

スイッチオーバーとスイッチバックの手順は、 IP MetroCluster 構成でのみサポートされます。

スイッチオーバーとスイッチバックの概要

スイッチオーバーは次の 2 つのケースで発生します。

• * 計画的スイッチオーバー *

このスイッチオーバーは、 System Manager を使用してシステム管理者が開始します。計画的スイッチオ
ーバーでは、ローカルクラスタのシステム管理者が制御を切り替えて、リモートクラスタのデータサービ
スをローカルクラスタで処理できるようにします。その後、リモートクラスタのシステム管理者が、リモ
ートクラスタのメンテナンスを実行できます。

• * 計画外スイッチオーバー *

場合によっては、 MetroCluster クラスタが停止したり、クラスタ間の接続が停止したりすると、実行中の
クラスタがダウンしたクラスタのデータ処理を処理するように、 ONTAP によってスイッチオーバー手順
が自動的に開始されます。

一方のクラスタのステータスを ONTAP が特定できない場合は、動作しているサイトのシステム管理者が
スイッチオーバー手順を開始し、もう一方のサイトのデータ処理責任を引き継ぎます。

どのタイプのスイッチオーバー手順の場合も、 _switchback プロセスを使用してデータサービス機能がクラス
タに返されます。

ONTAP 9.7 および 9.8 では、異なるスイッチオーバープロセスとスイッチバックプロセスを実行します。

• ONTAP 9.7 の System Manager を使用して、スイッチオーバーとスイッチバックを行います

• ONTAP 9.8 の System Manager を使用して、スイッチオーバーとスイッチバックを実行します

ONTAP 9.7 の System Manager を使用して、スイッチオーバーとスイッチバックを行います

手順

1. ONTAP 9.7 で System Manager にログインします。

2. []( クラシックバージョンに戻る ) をクリックします。

3. [* Configuration] > [* MetroCluster * ] をクリックします。

System Manager はネゴシエートスイッチオーバーが可能かどうかを検証します。

4. 検証プロセスが完了したら、次のいずれかの手順を実行します。

a. 検証が失敗し、サイト B が稼働している場合は、エラーが発生しています。たとえば、サブシステム
に問題がある場合や、 NVRAM ミラーリングが同期されていない場合があります。

i. エラーの原因となっている問題を修正し、 [* 閉じる *] をクリックして、手順 2 からもう一度開始
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します。

ii. サイト B のノードを停止し、 * 閉じる * をクリックして、の手順を実行します "計画外スイッチオ
ーバーの実行"。

b. 検証が失敗し、サイト B が停止している場合は、接続に問題がある可能性が高くなります。サイト B
が本当に停止していることを確認し、の手順を実行します "計画外スイッチオーバーの実行"。

5. [ サイト B からサイト A* へのスイッチオーバー ] をクリックして、スイッチオーバープロセスを開始しま
す。

6. [ * 新しい体験に切り替える * ] をクリックします。

ONTAP 9.8 の System Manager を使用して、スイッチオーバーとスイッチバックを実行します

計画的スイッチオーバーを実行（ ONTAP 9.8 ）

手順

1. ONTAP 9.8 で System Manager にログインします。

2. 「 * ダッシュボード * 」を選択します。「 * MetroCluster * 」セクションには、 2 つのクラスタが接続さ
れています。

3. ローカルクラスタ（左側）で、をクリックします をクリックし、*リモートデータサービスをローカルサ
イトにスイッチオーバー*を選択します。

スイッチオーバー要求の検証が完了すると、リモートサイトからローカルサイトに制御が転送され、両方
のクラスタに対してデータサービス要求が実行されます。

リモートクラスタはリブートしますが、ストレージコンポーネントはアクティブではないため、クラスタ
はデータ要求を処理しません。これで、計画的なメンテナンスが可能になりました。

スイッチバックを実行するまでは、リモートクラスタをデータサービスに使用しないでくださ
い。

計画外スイッチオーバーの実行（ ONTAP 9.8 ）

計画外スイッチオーバーは、 ONTAP によって自動的に開始される場合があります。スイッチバックが必要か
どうかを ONTAP が判断できない場合は、実行中の MetroCluster サイトのシステム管理者が次の手順でスイ
ッチオーバーを開始します。

手順

1. ONTAP 9.8 で System Manager にログインします。

2. 「 * ダッシュボード * 」を選択します。

「 * MetroCluster * 」セクションでは、 2 つのクラスタ間の接続に「 X 」が表示され、接続を検出できま
せん。接続またはクラスタが停止しています。

3. ローカルクラスタ（左側）で、をクリックします をクリックし、*リモートデータサービスをローカルサ
イトにスイッチオーバー*を選択します。

スイッチオーバーがエラーで失敗した場合は、エラーメッセージの「View details」リンクをクリックし
て、計画外スイッチオーバーを確認します。
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スイッチオーバー要求の検証が完了すると、リモートサイトからローカルサイトに制御が転送され、両方
のクラスタに対してデータサービス要求が実行されます。

クラスタをオンラインに戻す前に、クラスタを修復する必要があります。

リモートクラスタを再びオンラインにしたあとは、スイッチバックを実行するまでデータサー
ビスに使用しないでください。

スイッチバックの実行（ ONTAP 9.8 ）

を開始する前に

リモートクラスタが計画的なメンテナンスのために停止したか災害が原因で停止したかに関係なく、稼働中で
スイッチバック待ちになっている必要があります。

手順

1. ローカルクラスタで、 ONTAP 9.8 から System Manager にログインします。

2. 「 * ダッシュボード * 」を選択します。

「 * MetroCluster * 」セクションには、 2 つのクラスタが表示されます。

3. ローカルクラスタ（左側）で、をクリックします をクリックし、 * Take back control* を選択します。

データは、両方のクラスタ間でデータが同期およびミラーリングされるように、最初に _ 修復 _ されま
す。

4. データの修復が完了したら、をクリックします をクリックし、 * Initiate switchback * を選択します。

スイッチバックが完了すると、両方のクラスタがアクティブになり、データ要求を処理します。また、デ
ータをミラーリングしてクラスタ間で同期しています。

MetroCluster IP のアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを変更します

ONTAP 9.10.1 以降では、 MetroCluster IP インターフェイスの IP アドレス、マスク、
およびゲートウェイのプロパティを変更できます。パラメータは任意に組み合わせて更
新できます。

これらのプロパティを更新する必要がある場合があります。たとえば、 IP アドレスが重複して検出された場
合や、ルータの設定変更によってレイヤ 3 ネットワークでゲートウェイを変更する必要がある場合などで
す。一度に変更できるインターフェイスは 1 つだけです。他のインターフェイスが更新されて接続が再確立
されるまで、そのインターフェイス上のトラフィックは中断されます。

各ポートで変更を行う必要があります。同様に、ネットワークスイッチも構成を更新する必要
があります。たとえば、ゲートウェイが更新されている場合は、 HA ペアの両方のノードが同
じであるため変更することを推奨します。さらに、それらのノードに接続されたスイッチで
も、ゲートウェイを更新する必要があります。

ステップ

各ノードおよびインターフェイスの IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを更新します。
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IP MetroCluster 設定に関する問題のトラブルシューティングを行う

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager によって IP MetroCluster 構成の健全性が監視
されるため、発生する可能性のある問題を特定して修正できます。

MetroCluster ヘルスチェックの概要

System Manager は、 IP MetroCluster 構成の健常性を定期的にチェックします。ダッシュボードで
MetroCluster セクションを表示すると、通常は「 MetroCluster systems are healthy 」というメッセージが表
示されます。

ただし、問題が発生すると、メッセージにイベント数が表示されます。そのメッセージをクリックすると、次
のコンポーネントの健全性チェックの結果を確認できます。

• ノード

• Network Interface の略

• ティア（ストレージ）

• クラスタ

• 接続

• ボリューム

• Configuration Replication （設定レプリケーション）

[ ステータス * ] 列は問題のあるコンポーネントを示し、 [ 詳細 * ] 列は問題の解決方法を示します。

MetroCluster のトラブルシューティング

手順

1. System Manager で、 * Dashboard * を選択します。

2. 「 * MetroCluster * 」セクションで、メッセージを確認します。

a. MetroCluster 構成が正常であることを示すメッセージが表示され、クラスタと ONTAP メディエータ
ーの間の接続が正常である（チェックマーク付きで表示）場合は、修正する問題はありません。

b. メッセージにイベント数がリストされている場合、または接続がダウンした（「 X 」で表示）場合
は、次の手順に進みます。

3. イベント数を示すメッセージをクリックします。

MetroCluster 正常性レポートが表示されます。

4. レポートに表示される問題のトラブルシューティングを、 Details 列の推奨事項を使用して行います。

5. すべての問題を修正したら、 * MetroCluster の正常性を確認 * をクリックします。

MetroCluster ヘルスチェックでは大量のリソースが使用されるため、チェックを実行する
前にすべてのトラブルシューティングタスクを実行することをお勧めします。

MetroCluster の健全性チェックがバックグラウンドで実行されます。他のタスクは、終了するまで待つこ
とができます。
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テープバックアップによるデータ保護

FlexVol ボリュームのテープバックアップの概要

ONTAP は、 Network Data Management Protocol （ NDMP ；ネットワークデータ管理
プロトコル）を使用したテープバックアップおよびリストアをサポートしていま
す。NDMP を使用すると、ストレージシステム内のデータを直接テープにバックアップ
できるため、ネットワーク帯域幅を効率的に使用できます。ONTAP では、テープバック
アップ用のダンプエンジンと SMTape エンジンの両方がサポートされます。

NDMP 準拠のバックアップアプリケーションを使用して、ダンプまたは SMTape バックアップ / リストアを
実行できます。NDMP バージョン 4 のみがサポートされます。

ダンプによるテープバックアップ

ダンプとは、 Snapshot コピーベースのバックアップで、ファイルシステムのデータをテープにバックアップ
します。ONTAP ダンプエンジンは、ファイル、ディレクトリ、および該当する Access Control List （ ACL
；アクセス制御リスト）情報をテープにバックアップします。バックアップ対象には、ボリューム全体、
qtree 全体、またはボリューム全体でも qtree 全体でもないサブツリーを指定できます。ダンプでサポートさ
れるのは、ベースラインバックアップ、差分バックアップ、および増分バックアップです。

SMTape によるテープバックアップ

SMTape は、 ONTAP の Snapshot コピーベースのディザスタリカバリ解決策であり、データのブロックをテ
ープにバックアップします。SMTape を使用すると、テープへのボリュームのバックアップを実行できます。
ただし、バックアップを qtree レベルまたはサブツリーレベルで実行することはできません。SMTape でサポ
ートされるのは、ベースラインバックアップ、差分バックアップ、および増分バックアップです。

ONTAP 9.13.1以降では、SMTapeを使用したテープバックアップがでサポートされます SnapMirror によるビ
ジネス継続性。

テープバックアップおよびリストアのワークフロー

NDMP 対応のバックアップアプリケーションを使用して、テープバックアップおよびリ
ストア処理を実行できます。

このタスクについて

テープバックアップおよびリストアワークフローでは、テープバックアップおよびリストア処理の実行に関連
するタスクの概要を示します。バックアップおよびリストア処理の実行の詳細については、バックアップアプ
リケーションのマニュアルを参照してください。

手順

1. NDMP でサポートされているテープトポロジを選択して、テープライブラリの構成をセットアップしま
す。

2. ストレージシステムで NDMP サービスを有効にします。

NDMP サービスはノードレベルまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）レベルで有効にすることができ
ます。これは、テープバックアップおよびリストア処理を実行するために選択する NDMP モードによっ
て異なります。
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3. NDMP オプションを使用して、ストレージシステムで NDMP を管理します。

NDMP オプションはノードレベルまたは SVM レベルで使用できます。これは、テープバックアップおよ
びリストア処理を実行するために選択する NDMP モードによって異なります。

NDMPオプションは、を使用してノードレベルで変更できます system services ndmp modify コマ

ンドを実行し、を使用してSVMレベルで実行します vserver services ndmp modify コマンドを実
行しますこれらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

4. NDMP 対応のバックアップアプリケーションを使用して、テープバックアップまたはリストア処理を実行
します。

ONTAP では、テープバックアップおよびリストア用のダンプエンジンと SMTape エンジンの両方がサポ
ートされます。

バックアップアプリケーション（ _ データ管理アプリケーション _ または _ DMA _ とも呼ばれる）を使
用してバックアップまたはリストア操作を実行する方法の詳細については、バックアップアプリケーショ
ンのマニュアルを参照してください。

関連情報

一般的な NDMP テープバックアップトポロジ

FlexVol ボリュームのダンプエンジンの概要

テープバックアップエンジンの選択のユースケース

ONTAP では、 SMTape とダンプの 2 つのバックアップエンジンがサポートされま
す。SMTape バックアップエンジンとダンプバックアップエンジンのユースケースにつ
いて理解しておくと、テープバックアップおよびリストア処理を実行するバックアップ
エンジンを選択する際に役立ちます。

ダンプは次の場合に使用できます。

• ファイルおよびディレクトリの Direct Access Recovery （ DAR ）

• 特定のパスの一部のサブディレクトリまたはファイルのバックアップ

• バックアップ中に特定のファイルおよびディレクトリを除外する

• 長期間にわたるバックアップの保持

SMTape は、次の場合に使用できます。

• ディザスタリカバリ解決策

• リストア処理時にバックアップしたデータの重複排除による削減効果および重複排除設定の保持

• 大容量ボリュームのバックアップ

テープドライブを管理します
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テープドライブの管理の概要

テープバックアップまたはリストア処理を実行する前に、テープライブラリの接続とテ
ープドライブの情報を確認できます。未認定テープドライブを使用するには、そのドラ
イブを認定テープドライブにエミュレートする必要があります。また、既存のエイリア
スを確認するだけでなく、テープエイリアスを割り当てたり、削除したりすることもで
きます。

データをテープにバックアップする場合、データはテープファイルに格納されます。各テープファイルはファ
イルマークで区切られ、名前はありません。テープファイルはテープ上の位置で指定します。テープファイル
への書き込みには、テープデバイスを使用します。テープファイルを読み取るには、そのテープファイルへの
書き込み時と圧縮形式が同じデバイスを指定する必要があります。

テープドライブ、メディアチェンジャ、およびテープドライブの処理を管理するコマンドです

クラスタ内のテープドライブとメディアチェンジャに関する情報を表示するコマンド、
テープドライブをオンラインまたはオフラインにするコマンド、テープドライブのカー
トリッジ位置を変更するコマンド、テープドライブのエイリアス名を設定およびクリア
するコマンド、およびテープドライブをリセットするコマンドが用意されています。ま
た、テープドライブの統計を表示およびリセットすることもできます。

状況 使用するコマンド

テープドライブをオンラインにします storage tape online

テープドライブまたはメディアチェンジャのエイリ
アス名を消去します

storage tape alias clear

テープドライブのテープのトレース処理を有効また
は無効にします

storage tape trace

テープドライブのカートリッジ位置を変更します storage tape position

テープドライブをリセットします storage tape reset

このコマンドは、 advanced 権限レベ
ルでのみ使用できます。

テープドライブまたはメディアチェンジャのエイリ
アス名を設定します

storage tape alias set

テープドライブをオフラインにします storage tape offline

すべてのテープドライブとメディアチェンジャに関
する情報を表示します

storage tape show
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状況 使用するコマンド

クラスタに接続されているテープドライブに関する
情報を表示します

• storage tape show-tape-drive

• system node hardware tape drive show

クラスタに接続されているメディアチェンジャに関
する情報を表示します

storage tape show-media-changer

クラスタに接続されているテープドライブに関する
エラー情報を表示します

storage tape show-errors

クラスタ内の各ノードに接続されており、 ONTAP で
認定およびサポートされているすべてのテープドラ
イブを表示します

storage tape show-supported-status

クラスタ内の各ノードに接続されているすべてのテ
ープドライブとメディアチェンジャのエイリアスを
表示します

storage tape alias show

テープドライブの統計値をゼロにリセットします storage stats tape zero tape_name

このコマンドはノードシェルで使用する必要があり
ます。

ONTAP でサポートされているテープドライブを表示
します

storage show tape supported [-v]

このコマンドはノードシェルで使用する必要があり

ます。を使用できます -v 各テープドライブの詳細を
表示するオプション。

テープのパフォーマンスを把握し、使用パターンを
確認するには、テープデバイスの統計を表示します

storage stats tape tape_name

このコマンドはノードシェルで使用する必要があり
ます。

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

未認定テープドライブを使用する

未認定テープドライブで認定テープドライブをエミュレートできる場合は、ストレージ
システムでその未認定テープドライブを使用できます。認定テープドライブとして扱わ
れます。未認定テープドライブを使用するには、そのドライブで認定テープドライブの
エミュレートが可能かどうかを最初に確認する必要があります。

このタスクについて

未認定テープドライブはストレージシステムに接続されているドライブですが、 ONTAP ではサポートまたは
認識されません。
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手順

1. を使用して、ストレージシステムに接続されている未認定テープドライブを表示します storage tape

show-supported-status コマンドを実行します

次のコマンドは、ストレージシステムに接続されているテープドライブおよび各テープドライブのサポー
トと認定のステータスを表示します。また、未認定テープドライブも表示されます。

tape_drive_vendor_name は、ストレージシステムに接続されていますが、ONTAP でサポートされて
いない未認定テープドライブです。

cluster1::> storage tape show-supported-status -node Node1

          Node: Node1

                                    Is

          Tape Drive                Supported  Support Status

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

          "tape_drive_vendor_name"  false      Nonqualified tape drive

          Hewlett-Packard C1533A    true       Qualified

          Hewlett-Packard C1553A    true       Qualified

          Hewlett-Packard Ultrium 1 true       Qualified

          Sony SDX-300C             true       Qualified

          Sony SDX-500C             true       Qualified

          StorageTek T9840C         true       Dynamically Qualified

          StorageTek T9840D         true       Dynamically Qualified

          Tandberg LTO-2 HH         true       Dynamically Qualified

2. 認定テープドライブをエミュレートします。

https://["ネットアップのダウンロード：テープデバイスの構成ファイル"^]

関連情報

認定テープドライブとは

テープエイリアスを割り当てます

テープドライブやメディアチェンジャにテープエイリアスを割り当てて、デバイスを簡
単に識別することができます。エイリアスを割り当てることによって、バックアップデ
バイスの論理名と、テープドライブやメディアチェンジャに永続的に割り当てられた名
前を関連付けることができます。

手順

1. を使用して、テープドライブまたはメディアチェンジャにエイリアスを割り当てます storage tape

alias set コマンドを実行します

このコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

を使用して、テープドライブに関するシリアル番号（SN）情報を表示できます system node
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hardware tape drive show コマンド、およびを使用したテープライブラリについて system node

hardware tape library show コマンド

次のコマンドは、ノード cluster1-01 に接続されているシリアル番号 SN[123456]L4 のテープドライブに
エイリアス名を設定します。

cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name st3

-mapping SN[123456]L4

次のコマンドは、ノード cluster1-01 に接続されているシリアル番号 SN[65432] のメディアチェンジャに
エイリアス名を設定します。

cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name mc1

-mapping SN[65432]

関連情報

テープのエイリアス設定とは

テープエイリアスを削除しています

テープエイリアスを削除します

を使用してエイリアスを削除できます storage tape alias clear テープドライブ
またはメディアチェンジャで永続的なエイリアスが不要になった場合のコマンド。

手順

1. を使用して、テープドライブまたはメディアチェンジャからエイリアスを削除します storage tape

alias clear コマンドを実行します

このコマンドの詳細については、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、エイリアスのクリア処理の範囲をに指定して、すべてのテープドライブのエイリアス

を削除します tape：

cluster-01::>storage tape alias clear -node cluster-01 -clear-scope tape

完了後

NDMP を使用してテープバックアップまたはリストア処理を実行する場合は、テープドライブまたはメディ
アチェンジャからエイリアスを削除したあとで、そのテープドライブまたはメディアチェンジャに新しいエイ
リアス名を割り当てて、テープデバイスに引き続きアクセスできるようにする必要があります。

関連情報

テープのエイリアス設定とは

テープエイリアスを割り当てます
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テープ予約機能の有効化または無効化

を使用して、ONTAP によるテープデバイスの予約の管理方法を制御できます

tape.reservations オプションデフォルトでは、テープ予約機能は無効になっていま
す。

このタスクについて

テープ予約オプションを有効にすると、テープドライブ、メディアチェンジャ、ブリッジ、またはライブラリ
が適切に機能しない場合に原因の問題が発生する可能性があります。テープコマンドを実行した際に、他のス
トレージシステムがデバイスを使用していないにもかかわらず、デバイスが予約されているというメッセージ
が表示される場合には、このオプションを無効にしてください

手順

1. SCSI 予約 / リリースメカニズムまたは SCSI 永続的予約機能を使用してテープ予約を無効にするには、ク
ラスタシェルで次のコマンドを入力します。

options -option-name tape.reservations -option-value {scsi | persistent | off}

scsi SCSI予約/リリースメカニズムを選択します。

persistent SCSI永続的予約を選択します。

off テープ予約を無効にします。

関連情報

テープ予約機能とは

テープライブラリの接続を確認するコマンド

ストレージシステムとそのストレージシステムに接続されているテープライブラリの構
成との間の接続パスに関する情報を表示できます。この情報は、テープライブラリの構
成への接続パスを確認する場合や、接続パスに関連する問題のトラブルシューティング
を行う場合に使用します。

テープライブラリに関する次の詳細情報を表示して、新しいテープライブラリを追加または作成したあとや、
テープライブラリへのシングルパスアクセスまたはマルチパスアクセスで障害が発生したパスをリストアした
あとに、テープライブラリの接続を確認できます。この情報は、パス関連のエラーのトラブルシューティング
を行う場合や、テープライブラリへのアクセスが失敗した場合にも使用できます。

• テープライブラリの接続先のノードを指定します

• デバイス ID

• NDMP パス

• テープライブラリの名前

• ターゲットポートとイニシエータポートの ID

• 各ターゲットポートまたは FC イニシエータポートのテープライブラリへのシングルパスアクセスまたは
マルチパスアクセス

• パス関連のデータ整合性の詳細（「パスエラー」や「パス品質」など）
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• LUN グループと LUN 数

状況 使用するコマンド

クラスタ内のテープライブラリに関する情報を表示
します

system node hardware tape library show

テープライブラリのパス情報を表示します storage tape library path show

各イニシエータポートのテープライブラリのパス情
報を表示します

storage tape library path show-by-

initiator

ストレージのテープライブラリとクラスタの間の接
続情報を表示します

storage tape library config show

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

テープ・ドライブについて

認定テープドライブの概要

ストレージシステムで正常に動作することがテストによって確認された認定テープドラ
イブを使用する必要があります。テープのエイリアス設定に従って、さらにテープ予約
機能も有効にすると、一度に 1 つのストレージシステムだけがテープドライブにアクセ
スするよう制御できます。

認定テープドライブとは、ストレージシステムで正常に動作することがテストによって確認されたテープドラ
イブです。テープ構成ファイルを使用すると、既存の ONTAP リリース用にテープドライブを認定できます。

テープ構成ファイルの形式

テープ構成ファイルの形式は、テープドライブのベンダー ID 、製品 ID 、圧縮形式の詳
細などのフィールドで構成されます。このファイルには、テープ・ドライブの自動ロー
ド機能を有効にし、テープ・ドライブのコマンド・タイムアウト値を変更するオプショ
ンのフィールドも含まれています。

次の表に、テープ構成ファイルの形式を示します。

項目 サイズ 説明

vendor_id 文字列 最大 8 バイト によって報告されるベンダーID

SCSI Inquiry コマンドを実行し
ます

`product_id`文字列 最大 16 バイト によって報告される製品ID SCSI

Inquiry コマンドを実行します
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項目 サイズ 説明

id_match_size（数値） テープドライブの識別に使用され
る製品 ID のバイト数を指定しま
す。このバイト数は、 Inquiry コマ
ンドで表示される製品 ID の最初の
文字から数えます。

vendor_pretty 文字列 最大 16 バイト このパラメータを使用する場合
は、コマンドによって表示される
文字列を指定します。 `storage
tape show -device-names`それ以外
の場合は、INQ_VENDOR_IDと表
示されます。

`product_pretty`文字列 最大 16 バイト このパラメータを使用する場合
は、コマンドによって表示される
文字列を指定します。 `storage
tape show -device-names`それ以外
の場合は、INQ_PRODUCT_IDが
表示されます。

。 vendor_pretty および product_pretty フィールドはオプションですが、いずれかのフ
ィールドに値が設定されている場合は、もう一方のフィールドにも値が設定されている必要が
あります。

次の表では、などのさまざまな圧縮形式の概要 、密度コード、および圧縮アルゴリズムについて説明します

l、 m、 h`および `a：

項目 サイズ 説明

`{l m h

a}_description=(string)` 最大 24 バイト ノードシェルコマンドに対して出

力される文字列。 sysconfig -

t、特定の密度設定の特性を説明し
ます。

`{l m h

a}_density=(hex codes)` l 、 m 、 h 、または a の密度コー
ドに対応する SCSI モードのペー
ジブロック記述子で設定される密
度コード

`{l m h
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項目 サイズ 説明

a}_algorithm=(hex codes)` 密度コードと目的の密度特性に対
応する SCSI 圧縮モードページで
設定される圧縮アルゴリズム。

次の表に、テープ構成ファイル内のオプションフィールドを示します。

フィールド 説明

autoload=(Boolean yes/no) このフィールドはに設定されます yes テープドライ
ブに自動ロード機能が搭載されている場合、つまり
テープカートリッジを挿入すると、を実行しなくて

もテープドライブの準備が完了します SCSI load （
スタート/ストップユニット）コマンドこのフィール

ドのデフォルトはです no。

cmd_timeout_0x 個々のタイムアウト値。このフィールドは、テープ
ドライバのデフォルトのタイムアウト値とは異なる
タイムアウト値を指定する場合にのみ使用します。
サンプルファイルには、テープドライブのデフォル
トの SCSI コマンドタイムアウト値の一覧が記載され
ています。タイムアウト値は、分（ m ）、秒（ s
）、またはミリ秒（ ms ）で指定できます。

このフィールドは変更しないでくださ
い。

テープ構成ファイルは、NetApp Support Siteからダウンロードして確認できます。

テープ構成ファイルの形式の例

HP LTO5 ULTRIUM テープドライブのテープ構成ファイルの記述形式は次のとおりです。

vendor_id="HP"

product_id="Ultrium 5-SCSI"

id_match_size= 9

vendor_pretty="Hewlett-Packard"

product_pretty="LTO-5"

l_description="LTO-3（ro）/ 4 4 / 800GB "

l_density= 0x00

l_algorithm= 0x00

m_description="LTO-3（ro）/ 4 8 / 1600GB CMP "
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m_density= 0x00

m_algorithm= 0x01

h_description="LTO-5 1600GB"

h_density= 0x58

h_algorithm= 0x00

a_description="LTO-5 3200GB CMP"

a_density= 0x58

a_algorithm= 0x01

autoload="はい"

関連情報

https://["ネットアップのツール：テープデバイス構成ファイル"]

ストレージシステムによる新しいテープドライブの動的な認定方法

ストレージシステムは、テープドライブのベンダー ID と製品 ID をテープ認定テーブル
内の情報と照合することによって、テープドライブを動的に認定します。

テープドライブをストレージシステムに接続すると、テープ検出で取得したベンダー ID と製品 ID が内部テ
ープ認定テーブル内の情報と一致しているかどうかが確認されます。一致する情報が見つかると、そのテープ
ドライブが認定ドライブとしてマークされ、ストレージシステムからそのテープドライブにアクセスできるよ
うになります。一致する情報が見つからなかった場合、そのテープドライブは未認定のままになり、ストレー
ジシステムからアクセスすることはできません。

テープデバイスの概要

テープデバイスの概要

テープデバイスとは、テープドライブを表したものです。テープドライブの巻き戻し形
式および圧縮機能の特定の組み合わせです。

テープデバイスは、巻き戻し形式と圧縮機能の組み合わせごとに 1 つ作成されます。したがって、 1 つのテ
ープドライブまたはテープライブラリに複数のテープデバイスが関連付けられる可能性があります。テープの
移動、書き込み、または読み取りを行うには、テープデバイスを指定する必要があります。

ストレージシステムにテープドライブまたはテープライブラリを取り付けると、 ONTAP により、そのテープ
ドライブまたはテープライブラリに関連付けられたテープデバイスが作成されます。

ONTAP は、テープドライブとテープライブラリを検出し、論理番号とテープデバイスを割り当てま
す。ONTAP は、インターフェイスポートに接続されている場合、ファイバチャネル、 SAS 、パラレル SCSI
テープドライブおよびライブラリを検出します。ONTAP では、インターフェイスを有効にすると、これらの
ドライブが検出されます。
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テープデバイス名の形式

各テープデバイスには、定義された形式で表示される名前が関連付けられています。こ
の形式には、デバイスの種類、巻き戻し形式、エイリアス、および圧縮形式に関する情
報が含まれています。

テープデバイス名の形式は次のとおりです。

rewind_type st alias_number compression_type

rewind_type は、巻き戻し形式です。

次に、巻き戻し形式のさまざまな値を示します。

• * R *

ONTAP は、テープファイルの書き込み終了後に、テープを巻き戻します。

• * nr *

ONTAP は、テープファイルの書き込み終了後に、テープを巻き戻しません。同じテープに複数のテープ
ファイルを書き込む場合には、この巻き戻し形式を指定する必要があります。

• * ur *

アンロード / リロード巻き戻し形式です。この巻き戻し形式を使用すると、テープファイルの終わりに達
したときにテープライブラリによってテープが取り出され、次のテープがある場合は、そのテープが装填
されます。

この巻き戻し形式は、次の場合にのみ使用してください。

◦ このデバイスに関連付けられているテープドライブが、テープライブラリに収容されているか、ライ
ブラリモードのメディアチェンジャに収容されている場合

◦ このデバイスに関連付けられているテープドライブがストレージシステムに接続されている場合

◦ このテープドライブに対して定義されているライブラリテープシーケンス内に、実行中の処理に対応
する十分な数のテープがある場合

ノーリワインドデバイスを使用してテープに書き込みを行った場合、そのテープを読み取る前
にテープを巻き戻す必要があります。

st は、テープドライブの標準的な指定です。

alias_number は、ONTAP がテープドライブに割り当てるエイリアスです。ONTAP ONTAP は、新しいテ
ープドライブを検出すると、そのテープドライブにエイリアスを割り当てます。

compression_type は、テープ上のデータ密度と圧縮形式を表すドライブ固有のコードです。

次に、のさまざまな値について説明します compression_type：

• * a *
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最高密度の圧縮

• * H *

高い圧縮率

• * M *

中密度の圧縮

• *L *

低密度の圧縮

例

nrst0a は、テープドライブ0上のノーリワインドデバイスで、最高の圧縮を使用していることを示していま
す。

テープデバイスの一覧の例

次に、 HP Ultrium 2-SCSI に関連付けられたテープデバイスの一覧の例を示します。

           Tape drive (fc202_6:2.126L1)  HP      Ultrium 2-SCSI

    rst0l  -  rewind device,        format is: HP (200GB)

    nrst0l -  no rewind device,     format is: HP (200GB)

    urst0l -  unload/reload device, format is: HP (200GB)

    rst0m  -  rewind device,        format is: HP (200GB)

    nrst0m -  no rewind device,     format is: HP (200GB)

    urst0m -  unload/reload device, format is: HP (200GB)

    rst0h  -  rewind device,        format is: HP (200GB)

    nrst0h -  no rewind device,     format is: HP (200GB)

    urst0h -  unload/reload device, format is: HP (200GB)

    rst0a  -  rewind device,        format is: HP (400GB w/comp)

    nrst0a -  no rewind device,     format is: HP (400GB w/comp)

    urst0a -  unload/reload device, format is: HP (400GB w/comp)

上記の例で使用されている略語の意味は、次のとおりです。

• GB - ギガバイト。テープの容量を示します。

• w/comp - 圧縮あり。圧縮時のテープ容量を示します。

同時に接続可能なテープデバイスの数

ONTAP では、ファイバチャネル、 SCSI 、または SAS の接続を任意に組み合わせた環
境において、各ストレージシステムにつき（ノードあたり）最大 64 個のテープドライ
ブの同時接続、 16 台のメディアチェンジャ、および 16 台のブリッジまたはルータデバ
イスをサポートします。

テープドライブまたはメディアチェンジャには、物理テープライブラリまたは仮想テープライブラリ内のデバ
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イスやスタンドアロンデバイスを使用できます。

ストレージシステムは 64 個のテープドライブの接続を検出できますが、同時に実行できるバ
ックアップおよびリストアセッションの最大数はバックアップエンジンのスケーラビリティ制
限によって異なります。

関連情報

ダンプバックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

テープのエイリアス設定

テープのエイリアス設定の概要

エイリアス設定を行うと、デバイスの識別が簡単になります。エイリアス設定では、テ
ープまたはメディアチェンジャの Physical Path Name （ PPN ；物理パス名）または
Serial Number （ SN ；シリアル番号）を、永続的で変更可能なエイリアス名にバインド
します。

次の表では、テープのエイリアス設定によって、テープドライブ（またはテープライブラリやメディアチェン
ジャ）に常に単一のエイリアス名が関連付けられるようにする方法を示します。

シナリオ（ Scenario ） エイリアスの再割り当て

システムが再起動したとき テープドライブには、以前のエイリアスが自動的に
再割り当てされます。

テープデバイスを別のポートに移動したとき エイリアスは、新しいアドレスを指すように調整で
きます。

複数のシステムで特定のテープデバイスを使用する
場合

すべてのシステムでエイリアスを同じに設定できま
す。

Data ONTAP 8.1.x から Data ONTAP 8.2.x にアップグレードする場合は、 Data ONTAP 8.2.x
のテープエイリアス機能によって、既存のテープエイリアス名が変更されます。このような場
合は、バックアップアプリケーションでテープエイリアス名の更新が必要になることがありま
す。

テープエイリアスを割り当てることによって、バックアップデバイスの論理名（ st0 、 mc1 など）と、ポー
ト、テープドライブ、またはメディアチェンジャに永続的に割り当てられた名前を関連付けることができま
す。

st0 と st00 は異なる論理名です。

論理名とシリアル番号は、デバイスへのアクセスにのみ使用されます。アクセスされたデバイ
スは、物理パス名を使用してすべてのエラーメッセージを返します。

エイリアス設定に使用できる名前には、物理パス名とシリアル番号の 2 種類があります。
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物理パス名とは

PPN は、 ONTAP がテープドライブおよびテープライブラリに割り当てる数値アドレス
です。 PPN は、テープドライブおよびテープライブラリが、ストレージシステム上のど
の SCSI-2 / 3 アダプタまたはスイッチ（特定の場所）に接続されているかに基づいて割
り当てられます。PPN は、「エレクトリカル名」とも呼ばれます。

直接接続されたデバイスのPPNは、次の形式になります。 host_adapter。 device_id_lun

LUNの値は、テープやメディアチェンジャのLUNの値が0以外の場合（LUNの値が0の場合）に

のみ表示されます lun PPNの一部は表示されません。

たとえば、 PPN が 8.6 となっている場合、ホストアダプタ番号が 8 、デバイス ID が 6 、論理ユニット番号
（ LUN ）が 0 であることを示します。

SAS テープデバイスも直接接続されたデバイスです。たとえば、 PPN が 5c.4 となっている場合、ストレー
ジシステムでは、 SAS HBA がスロット 5 で接続されており、 SAS テープが SAS HBA のポート C に接続さ
れており、デバイス ID が 4 であることを示します。

ファイバチャネルスイッチ接続デバイスのPPNは、次の形式になります。 switch:port_id。

device_id_lun

たとえば、 PPN が MY_SWITCH ： 5.3L2 となっている場合、スイッチ MY_SWITCH のポート 5 にテープド
ライブが接続されており、そのテープドライブのデバイス ID が 3 、 LUN が 2 であることを示します。

LUN はドライブで決定されます。ファイバチャネル、 SCSI テープドライブ / ライブラリ、およびディスクに
は PPN が使用されます。

テープドライブおよびライブラリの PPN が変更されるのは、スイッチ名を変更した場合、テープドライブま
たはライブラリを移動したり再設定したりした場合のみです。リブート後も PPN は変更されません。たとえ
ば、 MY_SWITCH ： 5.3L2 という名前のテープドライブを取り外して、デバイス ID および LUN が同じであ
る新しいテープドライブをスイッチ MY_SWITCH のポート 5 に接続した場合、引き続き、 MY_SWITCH ：
5.3L2 という名前を使用して新しいテープドライブにアクセスできます。

シリアル番号とは

シリアル番号（ SN ）は、テープドライブやメディアチェンジャに割り当てられる一意
の識別子です。ONTAP では、 WWN ではなく SN に基づいてエイリアスが生成されま
す。

SN はテープドライブやメディアチェンジャに割り当てられる一意の識別子なので、テープドライブやメディ
アチェンジャに接続するパスが複数あってもエイリアスは変わりません。これにより、ストレージシステムで
は、テープライブラリの構成で同じテープドライブまたはメディアチェンジャを追跡できます。

テープドライブまたはメディアチェンジャの接続先のファイバチャネルスイッチの名前を変更しても、テープ
ドライブまたはメディアチェンジャの SN は変わりません。ただし、テープライブラリでは、既存のテープド
ライブを新しいものに交換すると、 ONTAP によって新しいエイリアスが生成されます。これは、テープドラ
イブの SN が変わるためです。また、既存のテープドライブをテープライブラリ内の新しいスロットに移動す
るか、テープドライブの LUN を再マッピングすると、そのテープドライブ用の新しいエイリアスが ONTAP
によって生成されます。
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新しく生成されたエイリアスを使用してバックアップアプリケーションを更新する必要があり
ます。

テープデバイスのSNは、次の形式を使用します。 SN[xxxxxxxxxx]L[X]

x は英数字とLですX は、テープデバイスのLUNです。LUNが0の場合はLX 文字列の一部は表示されません。

各 SN は最大 32 文字で構成されます。 SN の形式では大文字と小文字は区別されません。

マルチパステープアクセスを設定する際の考慮事項

ストレージシステムからテープライブラリのテープドライブにアクセスするパスを 2 つ
設定できます。いずれかのパスで障害が発生した場合、そのパスをすぐに修復しなくて
も、他のパスを使用してテープドライブにアクセスできます。これにより、テープ処理
を再開できます。

ストレージシステムからのマルチパステープアクセスを設定する際には、次の点を考慮する必要があります。

• LUN マッピングをサポートするテープライブラリでは、 LUN グループへのマルチパスアクセスのため
に、各パスで対称になるように LUN マッピングを行う必要があります。

テープドライブとメディアチェンジャは、テープライブラリ内の LUN グループ（同じイニシエータのパ
スセットを共有する LUN のセット）に割り当てられます。複数のすべてのパスにおけるバックアップお
よびリストア処理で、 LUN グループのすべてのテープドライブが使用可能である必要があります。

• ストレージシステムからテープライブラリのテープドライブにアクセスするパスを最大 2 つ設定できま
す。

• マルチパステープアクセスでは負荷分散がサポートされます。デフォルトでは、ロードバランシングは無
効になっています。

次の例では、ストレージシステムは、 2 つのイニシエータパス 0b および 0d を介して LUN グループ 0 にア
クセスします。これらの両方のパスで、 LUN グループの LUN 番号、 0 、 LUN 数 5 は同じです。ストレージ
システムは、 1 つのイニシエータパス 3D のみを使用して LUN グループ 1 にアクセスします。

334



STSW-3070-2_cluster::> storage tape library config show

Node                    LUN Group   LUN Count  Library Name  Library

Target Port  Initiator

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

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

STSW-3070-2_cluster-01        0      5         IBM 3573-TL_1

510a09800000412d     0b

 

0d

                              1      2         IBM 3573-TL_2

50050763124b4d6f     3d

3 entries were displayed

詳細については、マニュアルページを参照してください。

ストレージシステムにテープドライブとライブラリを追加する方法

テープドライブとライブラリをストレージシステムに動的に追加できます（ストレージ
システムをオフラインにする必要はありません）。

新しいメディアチェンジャを追加すると、ストレージシステムによって、追加したメディアチェンジャが検出
されて構成に追加されます。メディアチェンジャがすでにエイリアス情報内に定義されている場合、新しい論
理名は作成されません。定義されていない場合は、ストレージシステムによってそのメディアチェンジャのエ
イリアスが新しく作成されます。

テープライブラリの構成では、ターゲットポートの LUN 0 にテープドライブまたはメディアチェンジャを設
定して、そのターゲットポート上のすべてのメディアチェンジャとテープドライブを ONTAP が検出できるよ
うにする必要があります。

テープ予約機能とは

テープドライブ、メディアチェンジャ、ブリッジ、テープライブラリなどは共有可能で
あるため、複数のストレージシステムからアクセスできます。テープ予約機能を利用す
ると、すべてのテープドライブ、メディアチェンジャ、ブリッジ、およびテープライブ
ラリで、 SCSI 予約 / リリースメカニズムまたは SCSI 永続的予約機能のいずれかを有効
にして、一度に 1 つのストレージシステムだけがデバイスにアクセスするよう制御でき
ます。

スイッチが含まれているかどうかにかかわらず、ライブラリ内のデバイスを共有するすべての
システムで同じ予約方法を使用する必要があります。

SCSI 予約 / リリースメカニズムによるデバイス予約は、通常の状態では適切に機能します。ただし、インタ
ーフェイスエラーからのリカバリ処理中に予約内容が消失することがあります。この場合、予約済みの所有者
以外のイニシエータがデバイスにアクセスできます。
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SCSI 永続的予約機能による予約は、ループリセットやターゲットリセットなどのエラーリカバリメカニズ
ムには影響されません。ただし、すべてのデバイスに、 SCSI 永続的予約機能が正しく実装されているとは限
りません。

ndmpcopy を使用してデータを転送します

ndmpcopy の概要を使用してデータを転送します

。 ndmpcopy ノードシェルコマンドは、NDMP v4をサポートするストレージシステム間
でデータを転送します。フルデータ転送と増分データ転送の両方を実行できます。ボリ
ューム、 qtree 、ディレクトリの全体または一部や、個々のファイルを転送できます。

このタスクについて

ONTAP 8.x 以前のリリースでは、増分転送は最大 2 つのレベル（ 1 つのフルバックアップと最大 2 つの増分
バックアップ）に制限されます。

ONTAP 9.0 以降のリリースでは、増分転送の最大レベルは 9 （ 1 つのフルバックアップと最大 9 つの増分バ
ックアップ）に制限されています。

走れ ndmpcopy ソースストレージシステムとデスティネーションストレージシステム、またはデータ転送の
ソースでもデスティネーションでもないストレージシステムのノードシェルコマンドライン。を実行すること

もできます ndmpcopy データ転送のソースとデスティネーションの両方に対応する単一のストレージシステ
ム。

では、ソースストレージシステムとデスティネーションストレージシステムのIPv4アドレスまたはIPv6アドレ

スを使用できます ndmpcopy コマンドを実行しますパスの形式はです /vserver_name/volume_name

\[path\]。

手順

1. ソースストレージシステムとデスティネーションストレージシステムで、 NDMP サービスを有効にしま
す。

ソースまたはデスティネーションでデータ転送を実
行するモード

使用するコマンド

SVM を対象とした NDMP モード vserver services ndmp on

管理SVMでのNDMP認証の場合、ユ

ーザアカウントはです admin ユーザ

ロールはです admin または

backup。データSVMでは、ユーザ

アカウントはです vsadmin ユーザ

ロールはです vsadmin または

vsadmin-backup ロール。

ノードを対象とした NDMP モード system services ndmp on

2. を使用して、ストレージシステム内またはストレージシステム間でデータを転送します ndmpcopy 次のコ
マンドをノードシェルで実行します。
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::> system node run -node <node_name> < ndmpcopy [options]

source_IP:source_path destination_IP:destination_path [-mcs {inet|inet6}] [-

mcd {inet|inet6}] [-md {inet|inet6}]

ndmpcopy では、 DNS 名はサポートされません。ソースとデスティネーションの IP アド
レスを指定する必要があります。ソースまたはデスティネーションの IP アドレスでは、ル
ープバックアドレス（ 127.0.0.1 ）はサポートされません。

◦ 。 ndmpcopy コマンドは、次のように制御接続のアドレスモードを決定します。

▪ 制御接続用のアドレスモードは、指定された IP アドレスに対応します。

▪ を使用してこれらのルールを上書きできます -mcs および -mcd オプション（ Options ）

◦ ソースまたはデスティネーションが ONTAP システムの場合は、 NDMP モード（ノードを対象とした
NDMP モードまたは SVM を対象とした NDMP モード）に応じて、ターゲットボリュームへのアクセ
スを許可する IP アドレスを使用します。

◦ source_path および destination_path は、ボリューム、qtree、ディレクトリ、またはファイル
の詳細レベルまでの絶対パス名です。

◦ -mcs ソースストレージシステムへの制御接続で優先されるアドレス指定モードを指定します。

inet IPv4アドレスモードおよびを示します inet6 IPv6アドレスモードを示します。

◦ -mcd デスティネーションストレージシステムへの制御接続で優先的に使用するアドレス指定モード
を指定します。

inet IPv4アドレスモードおよびを示します inet6 IPv6アドレスモードを示します。

◦ -md ソースストレージシステムとデスティネーションストレージシステム間のデータ転送で優先され
るアドレス指定モードを指定します。

inet IPv4アドレスモードおよびを示します inet6 IPv6アドレスモードを示します。

を使用しない場合 -md のオプションを選択します ndmpcopy コマンドを実行する場合、データ接続
のアドレッシングモードは次のように決定されます。

▪ 制御接続用に指定されたいずれかのアドレスが IPv6 アドレスの場合、データ接続用のアドレスモ
ードは IPv6 になります。

▪ 制御接続用に指定された両方のアドレスがIPv4アドレスの場合は、が表示されます ndmpcopy コ
マンドは、最初にデータ接続に対してIPv6アドレスモードを試行します。

IPv6 アドレスモードで失敗した場合は、 IPv4 アドレスモードを使用します。

IPv6 アドレスを指定する場合は、角かっこで囲む必要があります。

このコマンド例では、ソースパスからデータを移行します (source_path）を宛先パスに移動し

ます (destination_path）。
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> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password>

 -st md5 -dt md5 192.0.2.129:/<src_svm>/<src_vol>

192.0.2.131:/<dst_svm>/<dst_vol>

+
次に、制御接続とデータ接続で IPv6 アドレスモードを使用するように明示的に設定するコマンドの例
を示します。

> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password> -st md5

-dt md5 -mcs inet6 -mcd inet6 -md

 inet6 [2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67]:/<src_svm>/<src_vol>

[2001:0ec9:1:1:200:7cgg:gfdf:7e78]:/<dst_svm>/<dst_vol>

ndmpcopy コマンドのオプション

で使用できるオプションについて理解しておく必要があります ndmpcopy データを正常
に転送するためのノードシェルコマンド。

次の表に、使用可能なオプションを示します。詳細については、を参照してください ndmpcopy ノードシェ
ルから使用可能なマニュアルページ。

オプション 説明

-sa username：[password] ソースストレージシステムに接続するための、ソー
ス側の認証のユーザ名とパスワードを設定します。
これは必須オプションです。

管理者権限を持たないユーザは、そのユーザに対応
する、システムによって生成された NDMP 固有のパ
スワードを指定する必要があります。システムによ
って生成されたパスワードは、 admin ユーザと
admin 以外のユーザの両方に必須です。

-da username：[password] デスティネーションストレージシステムに接続する
ための、デスティネーション側の認証のユーザ名と
パスワードを設定します。これは必須オプションで
す。

-st {md5 text｝

このオプションは、ソースストレージシステムに接
続するときに使用する、ソース側の認証タイプを設
定します。これは必須オプションであるため、ユー

ザはどちらかを指定する必要があります text または

md5 オプション

-dt {md5
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オプション 説明

text｝ デスティネーションストレージシステムに接続する
ときに使用する、デスティネーション側の認証タイ
プを設定します。

-l このオプションは、転送に使用するダンプレベル
を、指定したレベルの値に設定します。有効な値は

です 0、 1、へ 9、ここで 0 完全転送とを示します 1

終了： 9 増分転送を指定します。デフォルトはです

0。

-d ndmpcopy デバッグログメッセージの生成が有効にな
ります。ndmpcopyデバッグログファイルはにありま

す /mroot/etc/log ルートボリューム：ndmpcopy
デバッグログファイルの名前はにあります

ndmpcopy.yyyymmdd の形式で入力し

-f このオプションは強制モードを有効にします。この
モードでは、でシステムファイルを上書きできます

/etc 7-Modeボリュームのルートにあるディレクト
リ。

-h ヘルプメッセージが出力されます。

-p ソース側とデスティネーション側の認証用のパスワ
ードを入力するよう求められます。このパスワード

は、に指定したパスワードよりも優先されます -sa

および -da オプション（ Options ）

このオプションは、対話型コンソール
でコマンドを実行する場合にのみ使用
できます。

-exclude データ転送用に指定するパスから、指定されたファ
イルまたはディレクトリを除外します。ディレクト
リ名またはファイル名をカンマで区切ったリスト（

など）を値として指定できます .pst または

.txt。

FlexVol ボリューム用の NDMP

FlexVol ボリュームの NDMP について

Network Data Management Protocol （ NDMP ；ネットワークデータ管理プロトコル）
は、ストレージシステムやテープライブラリなど、プライマリストレージデバイスとセ
カンダリストレージデバイスとの間で、バックアップやリカバリなどのデータ転送を制
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御するための標準化されたプロトコルです。

ストレージシステム上で NDMP のサポートを有効にすると、バックアップまたはリカバリ操作に使用する
NDMP 対応のネットワーク接続型バックアップアプリケーション（ Data Management
Applications_or_DMA_ とも呼ばれる）、データサーバ、およびテープサーバとの通信をストレージシステム
が実行できるようになります。すべてのネットワーク通信は、 TCP / IP または TCP / IPv6 ネットワーク経由
で行われます。NDMP は、テープドライブとメディアチェンジャの低レベルの制御も行います。

ノードを対象とした NDMP モードと Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードのどちら
でもテープによるバックアップとリストア処理を実行できます。

NDMP を使用する際の考慮事項、環境変数のリスト、およびサポートされている NDMP テープバックアップ
トポロジを把握しておく必要があります。拡張 DAR 機能を有効または無効にすることもできます。ONTAP
でストレージシステムへの NDMP アクセス認証にサポートされている認証方式は、プレーンテキストとチャ
レンジの 2 つです。

関連情報

ONTAP でサポートされる環境変数

NDMP の動作モードについて

テープバックアップおよびリストア処理を実行するときに、従来のノードレベルと
Storage Virtual Machine （ SVM ）レベルのどちらで実行するかを選択できます。これら
の処理を SVM レベルで正常に実行するには、 SVM で NDMP サービスを有効にする必
要があります。

Data ONTAP 8.2 から Data ONTAP 8.3 にアップグレードする場合は、 8.2 で使用していた NDMP の動作モ
ードがアップグレード後も維持されます。

Data ONTAP 8.2 以降で新しいクラスタをインストールする場合は、デフォルトで SVM を対象とした NDMP
モードになります。ノードを対象とした NDMP モードでテープバックアップおよびリストア処理を実行する
には、ノードを対象とした NDMP モードを明示的に有効にする必要があります。

関連情報

ノードを対象とした NDMP モードの管理用コマンド

FlexVol ボリュームのノードを対象とした NDMP モードの管理

FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードの管理

ノードを対象とした NDMP モードとは

ノードを対象とした NDMP モードでは、テープバックアップおよびリストア処理をノー
ドレベルで実行できます。Data ONTAP 8.2 で使用される NDMP の動作モードは、 8.2
から 8.3 へのアップグレード後も維持されます。

ノードを対象とした NDMP モードでは、ボリュームを所有するノードでテープバックアップおよびリストア
処理を実行できます。これらの処理を実行するには、ボリュームまたはテープデバイスを所有するノードでホ
ストされている LIF で NDMP 制御接続を確立する必要があります。
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このモードは廃止予定で、今後のメジャーリリースで削除される予定です。

関連情報

FlexVol ボリュームのノードを対象とした NDMP モードの管理

SVM を対象とした NDMP モードとは

NDMP サービスが Storage Virtual Machine （ SVM ）で有効になっている場合、テープ
バックアップおよびリストア処理を SVM レベルで正常に実行できます。バックアップ
アプリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、クラスタの SVM の異なる
ノード間でホストされているすべてのボリュームをバックアップおよびリストアできま
す。

NDMP 制御接続は、さまざまなタイプの LIF で確立できます。SVM を対象とした NDMP モードでは、この
ような LIF はデータ SVM または管理 SVM に属しています。LIF で接続を確立できるのは、その LIF を所有
する SVM で NDMP サービスが有効になっている場合だけです。

データ LIF はデータ SVM に属しています。クラスタ間 LIF 、ノード管理 LIF 、およびクラスタ管理 LIF は管
理 SVM に属しています。

SVM を対象とした NDMP モードでは、バックアップおよびリストア処理に使用できるボリュームとテープデ
バイスは、 NDMP 制御接続が確立される LIF タイプおよび CAB 拡張のステータスによって異なります。バ
ックアップアプリケーションで CAB 拡張がサポートされており、ボリュームとテープデバイスが同じアフィ
ニティを共有している場合は、 3 ウェイバックアップまたはリストア処理の代わりにローカルバックアップ
またはリストア処理をバックアップアプリケーションで実行できます。

関連情報

FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードの管理

NDMP 使用時の考慮事項

ストレージシステム上で NDMP サービスを開始する際の考慮事項について説明します。

• 接続されたテープドライブを使用して各ノードでサポートされるバックアップとリストアの同時実行数
は、合計で最大 16 個です。

• NDMP サービスでは、 NDMP バックアップアプリケーションからの要求に応じてファイル履歴データを
生成できます。

バックアップアプリケーションは、ファイル履歴を使用して、選択したデータのサブセットだけをバック
アップイメージから最適にリカバリします。ファイル履歴の生成と処理は、ストレージシステムとバック
アップアプリケーションの両方で時間がかかり、 CPU が占有されることがあります。

SMTape では、ファイル履歴はサポートされていません。

バックアップ・イメージ全体がリカバリされる災害復旧用にデータ保護が設定されている場合は ' ファイ
ル履歴の生成を無効にして ' バックアップ時間を短縮できますNDMP のファイル履歴の生成を無効にでき
るかどうかについては、バックアップアプリケーションのマニュアルを参照してください。

• すべての LIF タイプでは、 NDMP のファイアウォールポリシーがデフォルトで有効になっています。
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• ノードを対象とした NDMP モードで FlexVol をバックアップするには、バックアップアプリケーションを
使用して、ボリュームを所有するノードでバックアップを開始する必要があります。

ただし、ノードルートボリュームをバックアップすることはできません。

• ファイアウォールポリシーで許可されている場合は、任意の LIF から NDMP バックアップを実行できま
す。

データ LIF を使用する場合は、フェイルオーバーに設定されていない LIF を選択する必要がありま
す。NDMP 処理中にデータ LIF がフェイルオーバーすると、 NDMP 処理は失敗するため、再実行する必
要があります。

• ノードを対象とした NDMP モードおよび Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モード
で CAB 拡張がサポートされていない場合、 NDMP データ接続では、 NDMP 制御接続と同じ LIF を使用
します。

• LIF の移行中は、進行中のバックアップおよびリストア処理が中断されます。

LIF の移行が完了したら、バックアップとリストアの処理を開始する必要があります。

• NDMPバックアップパスの形式は、です /vserver_name/volume_name/path_name。

path_name はオプションで、ディレクトリ、ファイル、またはSnapshotコピーのパスを指定します。

• ダンプエンジンを使用して SnapMirror デスティネーションをテープにバックアップする場合は、ボリュ
ーム内のデータだけがバックアップされます。

ただし、 SMTape を使用して SnapMirror デスティネーションをテープにバックアップする場合は、メタ
データもバックアップされます。SnapMirror 関係および関連するメタデータはテープにバックアップされ
ません。そのため、リストア時には、そのボリュームのデータだけがリストアされますが、関連する
SnapMirror 関係はリストアされません。

関連情報

Cluster Aware Backup 拡張の動作

"ONTAP の概念"

"システム管理"

環境変数

環境変数の概要

環境変数は、 NDMP 対応のバックアップアプリケーションとストレージシステムの間で
バックアップまたはリストア処理に関する情報をやり取りするために使用されます。

たとえば、ユーザがバックアップアプリケーションのバックアップを指定した場合などです

/vserver1/vol1/dir1`では、バックアップアプリケーションによってFILESYSTEM環境変数がに設定され

ます `/vserver1/vol1/dir1。同様に、レベル 1 バックアップを実行するよう指定した場合、バックアッ
プアプリケーションによって LEVEL 環境変数が 1 に設定されます。
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通常、環境変数の設定と確認についてバックアップ管理者の対応は不要で、バックアップアプ
リケーションによって自動的に設定されます。

バックアップ管理者が環境変数を指定することはまれですが、機能またはパフォーマンスの問題を特定または
回避するために、バックアップアプリケーションによって設定された環境変数の値を変更したい場合がありま
す。たとえば、パフォーマンスや機能の問題が、バックアップアプリケーションによるファイル履歴情報の処
理に起因しているかどうかを調べる場合、管理者はファイル履歴の生成を一時的に無効にすることがありま
す。

多くのバックアップアプリケーションでは、環境変数を上書きまたは変更したり、追加の環境変数を指定した
りできます。詳細については、バックアップアプリケーションのマニュアルを参照してください。

ONTAP でサポートされる環境変数

環境変数は、 NDMP 対応のバックアップアプリケーションとストレージシステムの間で
バックアップまたはリストア処理に関する情報をやり取りするために使用されま
す。ONTAP でサポートされる環境変数には、デフォルト値が関連付けられています。た
だし、これらのデフォルト値は手動で変更できます。

バックアップアプリケーションによって設定された値を手動で変更すると、アプリケーションが想定外の動作
をする可能性があります。これは、バックアップアプリケーションで想定されているバックアップまたはリス
トアとは異なる処理が行われるためです。ただし、変更を適切に行うと、問題の特定や回避に役立つ場合があ
ります。

次の表は、動作がダンプと SMTape で共通であり、ダンプと SMTape でのみサポートされる環境変数を示し
ています。また、 ONTAP でサポートされる環境変数が使用された場合の動作の説明も記載されています。

ほとんどの場合、値を持つ変数、 Y 同意します T および N 同意します F。

ダンプと SMTape 用にサポートされる環境変数

環境変数 有効な値： デフォルト 説明

デバッグ Y または N N デバッグ情報を出力する
ように指定します。

ファイルシステム string none バックアップされるデー
タのルートのパス名を指
定します。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

NDMP_VERSION return_only none NDMP_VERSION 変数は
変更しないでくださ
い。NDMP_VERSION 変
数はバックアップ処理に
よって作成され、 NDMP
のバージョンを返しま
す。

ONTAP は、内部使用のた
め、および情報としてバ
ックアップアプリケーシ
ョンに渡すために、バッ
クアップ時に
NDMP_VERSION 変数を
設定します。NDMP セッ
ションの NDMP バージョ
ンは、この変数では設定
されません。

pathname_separator return_value none パス名の区切り文字を指
定します。

この文字は、バックアッ
プ対象のファイルシステ
ムによって異なりま
す。ONTAP の場合、文字
“/” はこの変数に割り当て
られます。NDMP サーバ
では、この変数を設定し
てからテープバックアッ
プ処理を開始します。

を入力します dump または smtape dump テープバックアップおよ
びリストア処理の実行が
サポートされているバッ
クアップのタイプを指定
します。

詳細 Y または N N テープバックアップまた
はリストア処理の実行中
のログメッセージの数を
増やします。

ダンプ用にサポートされる環境変数
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

acl_start return_only none ACL_START 変数は、バ
ックアップ処理によって
作成され、直接アクセス
リストアまたは再開可能
NDMP バックアップ処理
で使用されるオフセット
値を示します。

オフセット値は、ダンプ
ファイル内で ACL データ
（ Pass V ）が始まるバ
イトオフセットであり、
バックアップ終了時に返
されます。直接アクセス
リストア処理でバックア
ップデータを正しくリス
トアするには、開始時に
ACL_START 値がリスト
ア処理に渡されなければ
なりません。NDMP 再開
可能バックアップ処理で
は、 ACL_START 値を使
用して、バックアップス
トリームで再開できない
部分の開始位置をバック
アップアプリケーション
に伝えます。

BASE_DATE 0、 -1`または

`DUMP_DATE 価値

-1 増分バックアップの開始
日を指定します。

に設定すると

-1`BASE_DATEインクリ
メンタル指定子は無効に
なっています。に設定す

ると `0 レベル0バックア
ップでは、増分バックア
ップが有効になります。
最初のバックアップ後、
前回の増分バックアップ
の DUMP_DATE 変数の値
が BASE_DATE 変数に代
入されます。

これらの変数は、 LEVEL
または UPDATE に基づく
増分バックアップに代わ
るものです。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

直接 Y または N N リストアの際に、テープ
全体をスキャンするので
はなく、ファイルデータ
がある場所まで直接早送
りするように指定しま
す。

直接アクセスリカバリを
使用するには、バックア
ップアプリケーションが
位置情報を提供する必要
があります。この変数が
に設定されている場合 `Y`
では、バックアップアプ
リケーションによって、
ファイル名またはディレ
クトリ名と位置情報が指
定されます。

dmp_name string none 複数サブツリーバックア
ップの名前を指定しま
す。

この変数は、複数サブツ
リーバックアップに必須
です。

DUMP_DATE return_value none この変数を直接変更する
ことはありませ
ん。BASE_DATE変数が
以外の値に設定されてい
る場合、バックアップに

よって作成されます -1。

DUMP_DATE 変数は、ダ
ンプソフトウェアによっ
て計算された 32 ビットの
時刻値の前に 32 ビットの
レベル値を付けることに
よって生成されます。レ
ベルは、 BASE_DATE 変
数に最後に渡されたレベ
ル値から増分されます。
作成された値は、次回の
増分バックアップの
BASE_DATE 値として使
用されます。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

ENHANCED_DAR_ENAB
LED 環境

Y または N N 拡張 DAR 機能が有効にな
っているかどうかを示し
ます。拡張 DAR 機能で
は、ディレクトリ DAR お
よび NT ストリームを含
むファイルの DAR をサポ
ートします。パフォーマ
ンスが向上します。

リストア時に拡張 DAR 機
能を使用できるのは、次
の条件が満たされている
場合のみです。

• ONTAP で拡張 DAR
がサポートされてい
る。

• バックアップ時にフ
ァイル履歴が有効で
ある（ HIST=Y ）。

• 。

ndmpd.offset_map

.enable オプション
はに設定されていま

す on。

•
ENHANCED_DAR_E
NABLED変数がに設

定されている Y リス
トア中。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

除外する pattern_string none データのバックアップ時
に除外するファイルまた
はディレクトリを指定し
ます。

除外リストは、ファイル
名またはディレクトリ名
をカンマで区切ったリス
トです。ファイルまたは
ディレクトリの名前がリ
スト内の名前の 1 つに一
致した場合、バックアッ
プから除外されます。

除外リストで名前を指定
する際に適用されるルー
ルは次のとおりです。

• 正確なファイル名ま
たはディレクトリ名
を使用する必要があ
ります。

• ワイルドカード文字
であるアスタリスク
（ * ）は、文字列の最
初または最後の文字
にする必要がありま
す。

使用できるアスタリ
スクの数は文字列ご
とに 2 つです。

• ファイル名またはデ
ィレクトリ名のカン
マの前にバックスラ
ッシュを付ける必要
があります。

• 除外リストに含める
ことができる名前は
32 個までです。
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NON_QUO
TA_TREE
をに設定し
た場合、バ
ックアップ
から除外す
るように指
定したファ
イルまたは
ディレクト
リは除外さ

れません Y
同時に。

環境変数 有効な値： デフォルト 説明

抽出（ Extract ） Y、 N`または `E N バックアップデータセッ
トのサブツリーをリスト
アするように指定しま
す。

バックアップアプリケー
ションでは、抽出するサ
ブツリーの名前を指定し
ます。指定されたファイ
ルが、内容がバックアッ
プされたディレクトリに
一致する場合、ディレク
トリは再帰的に抽出され
ます。

DARを使用せずにリスト
ア時にファイル、ディレ
クトリ、またはqtreeの名
前を変更するに
は、EXTRACT環境変数を
に設定する必要がありま

す E。

extract_acl Y または N Y リストア処理でバックア
ップファイルの ACL がリ
ストアされるように指定
します。

デフォルトでは、 DAR （
DIRECT=Y ）を除いて、
データをリストアすると
きに ACL がリストアされ
ます。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

[-force] Y または N N デスティネーションボリ
ュームで使用可能なボリ
ュームスペースと inode
をリストア処理で確認す
る必要があるかどうかを
指定します。

この変数をに設定します

Y デスティネーションパ
スで使用可能なボリュー
ムスペースとinodeの確認
がリストア処理でスキッ
プされます。

デスティネーションボリ
ュームのボリュームスペ
ースまたは inode が不足
している場合は、デステ
ィネーションボリューム
で使用可能なボリューム
スペースと inode で許容
される量のデータがリス
トア処理によってリカバ
リされます。ボリューム
スペースと inode を使用
できない場合は、リスト
ア処理が停止します。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

霧 Y または N N ファイル履歴情報をバッ
クアップアプリケーショ
ンに送信するように指定
します。

ほとんどの市販のバック
アップアプリケーション
では、HIST変数がに設定

されています Y。バック
アップ処理の速度を上げ
る場合や、ファイル履歴
の収集に関する問題のト
ラブルシューティングを
行う場合は、この変数を

に設定します N。

HIST変数
をに設定し
ないでくだ

さい Y バッ
クアップア
プリケーシ
ョンがファ
イル履歴を
サポートし
ていない場
合。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

IGNORE_CTime Y または N N 前回の増分バックアップ
以降に変更されたのが
ctime 値だけである場合
は、ファイルを増分バッ
クアップしないことを指
定します。

ウィルススキャンソフト
ウェアなどの一部のアプ
リケーションは、ファイ
ルやファイル属性が変更
されていなくても、
inode 内のファイルの
ctime 値を変更します。そ
の結果、変更されていな
いファイルが増分バック
アップによってバックア
ップされることがありま

す。。 IGNORE_CTIME
変数を指定する必要があ
るのは、ctime値が変更さ
れたために増分バックア
ップに許容できない時間
またはスペースが使用さ
れている場合だけです。

。 NDMP

dump コマ
ンドセット

IGNORE_C

TIME 終了

： false
デフォルト
ではに設定
します

true 次の
データが失
われる可能
性がありま
す。

1. 状況

IGNOR

E_CTI

ME ボリ
ューム
レベル
の増分
でtrue
に設定
されま
す
`ndmpc
opy`を
実行す
ると、
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ファイ
ルが削
除さ
れ、ソ
ース
のqtree
間で移
動され
ます。

2. 状況

IGNOR

E_CTI

ME ボリ
ューム
レベル
の増分
ダンプ
時
にtrue
に設定
すると
ファイ
ルが削
除さ
れ、増
分リス
トア時
にソー
ス
のqtree
間で移
動され
ます。

この問題を
回避するに
は、

IGNORE_C

TIME ボリ
ュームレベ
ルでfalseに
設定する必
要がありま

す NDMP

dumps ま
たは

ndmpcopy
。

環境変数 有効な値： デフォルト 説明

IGNORE_qtrees Y または N N リストア処理でバックア
ップ qtree から qtree 情報
をリストアしないことを
指定します。

「レベル」 0-31 0 バックアップレベルを指
定します。

レベル 0 では、データセ
ット全体がコピーされま
す。0 より大きい値で指
定された増分バックアッ
プレベルでは、前回の増
分バックアップ以降に新
規作成または変更された
すべてのファイルがコピ
ーされます。たとえば、
レベル 1 では、レベル 0
バックアップ以降に新規
または変更されたファイ
ルがバックアップされ、
レベル 2 ではレベル 1 バ
ックアップ以降に新規ま
たは変更されたファイル
がバックアップされま
す。

リスト Y または N N データを実際にはリスト
アせずに、バックアップ
ファイル名と inode 番号
を一覧表示します。

リスト qtree Y または N N データを実際にはリスト
アせずに、バックアップ
qtree を一覧表示します。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

multi_subtree_names string none バックアップが複数のサ
ブツリーであることを指
定します。

複数のサブツリーは、改
行で区切られた null で終
わるサブツリー名のリス
トの文字列で指定されま
す。サブツリーは、共通
のルートディレクトリを
基準とした相対パス名で
指定されます。このパス
名は、リストの最後の要
素として指定する必要が
あります。

この変数を使用する場合
は、 DMP_NAME 変数も
使用する必要がありま
す。

NDMP_Unicode_FH Y または N N ファイルの NFS 名のほか
に Unicode 名もファイル
履歴情報に含めるように
指定します。

このオプションは、ほと
んどのバックアップアプ
リケーションでは使用さ
れないため、バックアッ
プアプリケーションがこ
れらの追加のファイル名
を受け取るように設計さ
れている場合以外は設定
しないでください。HIST
変数も設定する必要があ
ります。

no_ACLs Y または N N データのバックアップ時
に ACL をコピーしないよ
うに指定します。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

NON_QUOTA_TREE Y または N N データのバックアップ時
に qtree 内のファイルお
よびディレクトリを無視
するように指定します。

に設定すると `Y`で
は、FILESYSTEM変数で
指定されたデータセット
内のqtreeの項目はバック
アップされません。この
変数は、 FILESYSTEM
変数でボリューム全体が
指定された場合のみ有効
になりま
す。NON_QUOTA_TREE
変数は、レベル 0 バック
アップでのみ機能し、
MULTI_SUBTREE_NAM
ES 変数が指定された場合
は機能しません。

NON_QUO
TA_TREE
をに設定し
た場合、バ
ックアップ
から除外す
るように指
定したファ
イルまたは
ディレクト
リは除外さ

れません Y
同時に。

NOWRITE Y または N N リストア処理でデータを
ディスクに書き込まない
ように指定します。

この変数はデバッグに使
用されます。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

再帰的 Y または N Y DAR リストア中にディレ
クトリエントリが拡張さ
れるように指定します。

DIRECTおよ
びENHANCED_DAR_EN
ABLED環境変数を有効に
する（に設定する）必要

があります Y）も参照し
てください。再帰変数が
無効になっている場合（

に設定） N`テープからリ
ストアされるのは、元の
ソースパスにあるすべて
のディレクトリに対する

権限とACLだけで、ディ
レクトリの内容はリスト
アされません。再帰変数

がに設定されている場合

`N また
は、recover_full_paths変
数がに設定されている `Y`
リカバリパスは元のパス
で終了する必要がありま
す。

RECURSIV
E 変数が無
効で、複数
のリカバリ
パスがある
場合には、
すべてのリ
カバリパス
を最長のリ
カバリパス
内に含める
必要があり
ます。それ
以外の場合
は、エラー
メッセージ
が表示され
ます。

たとえば、次の例は、す
べてのリカバリパスが内
にあるため、有効なリカ
バリパスです

foo/dir1/deepdir/my

file：

/foo

/foo/dir356



••

• /foo/dir1/deepdi

r

• /foo/dir1/deepdi

r/myfile

次のリカバリパスは無効
です。

• /foo

• /foo/dir

• /foo/dir1/myfile

• /foo/dir2

• /foo/dir2/myfile

環境変数 有効な値： デフォルト 説明

RECOVER_FULL_paths Y または N N フルリカバリパスの権限
および ACL が、 DAR の
あとでリストアされるよ
うに指定します。

DIRECTおよ
びENHANCED_DAR_EN
ABLEDを有効にする（に
設定する）必要がありま

す Y）も参照してくださ
い。recover_full_pathsが
に設定されている場合 `Y`
リカバリパスは元のパス
で終了する必要がありま
す。デスティネーション
ボリュームにすでにディ
レクトリが存在する場合
は、権限および ACL はテ
ープからリストアされま
せん。

更新 Y または N Y レベルベースの増分バッ
クアップを有効にするた
めに、メタデータ情報を
更新します。

SMTape 用にサポートされる環境変数
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

BASE_DATE DUMP_DATE -1 増分バックアップの開始
日を指定します。

`BASE_DATE`

は、参照Snapshot
識別子の文字列表現

です。を使用する

`BASE_DATE`

文字列を指定すると

、SMTapeによって

参照Snapshotコピ
ーが検索されます。

`BASE_DATE`

は、ベースラインバ
ックアップには必要
ありません。増分バ
ックアップの場合は

、の値

`DUMP_DATE`

前回のベースライン
バックアップまたは
増分バックアップの
変数がに割り当てら

れます

`BASE_DATE`

変数（Variable）
：

バックアップアプリケー
ションによってが割り当

てられます DUMP_DATE
前回のSMTapeのベースラ
インバックアップまたは
増分バックアップの値。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

DUMP_DATE return_value none SMTape バックアップの
終了時、 DUMP_DATE に
は、そのバックアップに
使用される Snapshot コ
ピーを識別する文字列識
別子が含まれています。
この Snapshot コピー
を、次回の増分バックア
ップの参照 Snapshot コ
ピーとして使用できま
す。

結果の DUMP_DATE の値
が、次回の増分バックア
ップの BASE_DATE 値と
して使用されます。

smtape _backup_set_ID string none ベースラインバックアッ
プに関連付けられた増分
バックアップのシーケン
スを識別します。

バックアップセット ID
は、ベースラインバック
アップで生成される 128
ビットの一意の ID です。
バックアップアプリケー
ションは、このIDをに入
力として割り当てます

SMTAPE_BACKUP_SET_I

D 増分バックアップ中の
変数。

smtape snapshot _name ボリューム内にある有効
な Snapshot コピー

Invalid SMTAPE_SNAPSHOT_N
AME 変数を Snapshot コ
ピーに設定すると、その
Snapshot コピーと古い
Snapshot コピーがテープ
にバックアップされま
す。

増分バックアップの場合
は、この変数によって増
分 Snapshot コピーが指
定されま
す。BASE_DATE 変数は
ベースライン Snapshot
コピーを指定します。
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環境変数 有効な値： デフォルト 説明

smtape delete _snapshot Y または N N SMTAPE_DELETE_SNA
PSHOT変数をに設定する
と、SMTapeで自動的に作
成されるSnapshotコピー
`Y`バックアップ処理が完
了すると、SMTapeによっ
てこのSnapshotコピーが
削除されます。ただし、
バックアップアプリケー
ションで作成された
Snapshot コピーは削除さ
れません。

smtape break _mirror Y または N N SMTAPE_BREAK_MIRR
OR変数がに設定されてい

る場合 Y、タイプのボリ

ューム DP がに変更され

ます RW リストアが成功
したあとのボリューム。

一般的な NDMP テープバックアップトポロジ

NDMP は、バックアップアプリケーションと、データ（ファイルシステム）サービスお
よびテープサービスを提供するストレージシステムまたはその他の NDMP サーバとの間
で、複数のトポロジおよび構成をサポートします。

ストレージシステムからローカルテープへの移動

最も単純な構成では、バックアップアプリケーションが、ストレージシステムのデータをストレージシステム
に接続されたテープサブシステムにバックアップします。NDMP 制御接続はネットワーク境界を越えて機能
します。ストレージシステム内で使用される、データサービスとテープサービス間の NDMP データ接続は、
NDMP ローカル構成と呼ばれます。

ストレージシステムから別のストレージシステムのテープ

バックアップアプリケーションは、あるストレージシステムのデータを、別のストレージシステムに接続され
たテープライブラリ（ 1 つ以上のテープドライブを備えたメディアチェンジャ）にもバックアップできま
す。この場合、データサービスとテープサービス間の NDMP データ接続は、 TCP または TCP / IPv6 ネット
ワーク接続によって提供されます。これを、 NDMP 3 ウェイストレージシステム間構成と呼びます。

ストレージシステムからネットワーク接続テープライブラリ

NDMP 対応のテープライブラリでは、別の種類の 3 ウェイ構成も使用できます。この場合は、テープライブ
ラリが TCP / IP ネットワークに直接接続され、内部の NDMP サーバを通じてバックアップアプリケーション
およびストレージシステムと通信します。

ストレージシステムからデータサーバさらにテープへ、またはデータサーバからストレージシステムさらにテープへ

NDMP ではストレージシステムからデータサーバ、およびデータサーバからストレージシステムへの 3 ウェ
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イ構成もサポートされていますが、これらの構成はあまり幅広く導入されていません。ストレージシステムか
らサーバへの構成では、ストレージシステムのデータを、バックアップアプリケーションホストまたは別のデ
ータサーバシステムに接続されたテープライブラリにバックアップできます。サーバからストレージシステム
への構成では、サーバのデータをストレージシステムに接続されたテープライブラリにバックアップできま
す。

サポートされている NDMP の認証方式

NDMP の接続要求を許可する認証方式を指定できます。ONTAP では、ストレージシス
テムへの NDMP アクセスについて、プレーンテキストおよびチャレンジの 2 種類の認証
方式をサポートしています。

ノードを対象とした NDMP モードでは、チャレンジとプレーンテキストの両方がデフォルトで有効になって
います。ただし、チャレンジを無効にすることはできません。プレーンテキストは有効または無効にすること
ができます。プレーンテキスト認証方式では、ログインパスワードがクリアテキストで送信されます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、デフォルトの認証方式はチャレンジで
す。ノードを対象とした NDMP モードとは異なり、このモードでは、プレーンテキストとチャレンジの両方
の認証方式を有効または無効にすることができます。

関連情報

ノードを対象とした NDMP モードでのユーザ認証

SVM を対象とした NDMP モードでのユーザ認証

ONTAP でサポートされる NDMP の拡張機能

NDMP v4 は、 NDMP v4 プロトコルの中核部分を変更することなく、 NDMP v4 プロト
コルの機能拡張を可能にするメカニズムを備えています。ONTAP でサポートされる
NDMP v4 の拡張機能を確認しておく必要があります。

ONTAP でサポートされる NDMP v4 の拡張機能は次のとおりです。

• クラスタ対応バックアップ（ CAB ）

この拡張機能は、 SVM を対象とした NDMP モードでのみサポートされます。

• IPv6 のサポートのための Connection Address Extension （ CAE ）

• 拡張クラス 0x2050

この拡張機能は、再開可能なバックアップ処理と Snapshot Management Extension をサポートします。

。 NDMP_SNAP_RECOVER Snapshot Management Extensionsの一部であるメッセージは、
リカバリ処理を開始し、リカバリされたデータをローカルSnapshotコピーからローカルフ
ァイルシステムの場所に転送するために使用されます。ONTAP では、このメッセージをボ
リュームと通常のファイルのリカバリのみに使用できます。

。 NDMP_SNAP_DIR_LIST メッセージを使用すると、ボリュームのSnapshotコピーを参照
できます。参照処理の実行中にノンストップオペレーションが行われた場合、バックアッ
プアプリケーションで参照処理を再開する必要があります。
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ONTAP でサポートされるダンプ用の NDMP Restartable Backup Extension

NDMP の Restartable Backup Extension （ RBE ）機能を使用すると、障害発生前のデ
ータストリームの既知のチェックポイントからバックアップを再開できます。

拡張 DAR 機能とは

拡張 DAR 機能は、ディレクトリ DAR 、ファイルの DAR 、および NT ストリームに使
用できます。デフォルトでは、拡張 DAR 機能が有効になっています。

拡張 DAR 機能を有効にすると、オフセットマップを作成してテープに書き込む必要があるため、バックアッ
プのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。ノードを対象とした NDMP モードと Storage Virtual
Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードの両方で拡張 DAR を有効または無効にすることができます。

NDMP セッションのスケーラビリティ制限

システムメモリ容量が異なるストレージシステムで同時に確立できる NDMP セッション
の最大数に注意する必要があります。この最大数は、ストレージシステムのシステムメ
モリによって異なります。

次の表に、 NDMP サーバの制限を示します。「ダンプバックアップおよびリストアセッションの計算性の制
限」に記載されている制限は、ダンプおよびリストアセッションの制限です。

ダンプバックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

ストレージシステムのシステムメモリ NDMP セッションの最大数

16GB 未満 8.

16GB 以上、 24GB 未満 20

24GB 以上 36

を使用して、ストレージシステムのシステムメモリを取得できます sysconfig -a コマンド（ノードシェル
から使用可能）。このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

FlexGroup ボリュームの NDMP について

ONTAP 9.7 以降では、 FlexGroup ボリュームで NDMP がサポートされます。

ONTAP 9.7 以降では、 FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームの間のデータ転送で ndmpcopy コマンド
がサポートされます。

ONTAP 9.7 から以前のバージョンにリバートした場合、以前の転送の差分転送情報は保持されないため、リ
バート後にベースラインコピーを実行する必要があります。

ONTAP 9.8 以降では、 FlexGroup ボリュームで次の NDMP 機能がサポートされます。

• 拡張クラス 0x2050 の NDMP_SNAP_RECOVER メッセージは、 FlexGroup ボリューム内の個々のファイ
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ルのリカバリに使用できます。

• FlexGroup ボリュームでは、 NDMP の Restartable Backup Extension （ RBE ）がサポートされます。

• 環境変数 EXCLUDE および MULTI_SUBTREE_NAMES は、 FlexGroup ボリュームでサポートされます。

SnapLock を備えた NDMP について

規制対象データの複数のコピーを作成すると、冗長なリカバリシナリオが実現します。
また、 NDMP ダンプおよびリストアを使用すると、ソースファイルの Write Once Read
Many （ WORM ）特性を SnapLock ボリュームに保持できます。

SnapLock ボリューム内のファイルの WORM 属性は、データのバックアップ、リストア、およびコピー時に
保持されますが、 WORM 属性が適用されるのは SnapLock ボリュームへのリストア時のみです。SnapLock
から SnapLock 以外のボリュームにバックアップをリストアした場合、 WORM 属性は維持されますが無視さ
れ、 ONTAP で強制されません。

FlexVol ボリュームのノードを対象とした NDMP モードを管理します

ノードを対象とした FlexVol モードの管理の概要

NDMP オプションとコマンドを使用して、ノードレベルで NDMP を管理できま

す。NDMPオプションは、を使用して変更できます options コマンドを実行しますテ
ープバックアップおよびリストア処理を実行するには、 NDMP 固有のクレデンシャルを
使用してストレージシステムにアクセス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 options コマンドについては、マニュアルページを参照してくださ
い。

関連情報

ノードを対象とした NDMP モードの管理用コマンド

ノードを対象とした NDMP モードとは

ノードを対象とした NDMP モードの管理用コマンド

を使用できます system services ndmp ノードレベルでNDMPを管理するためのコマ
ンド。これらのコマンドの一部は非推奨となっており、今後のメジャーリリースで削除
される予定です。

次の NDMP コマンドは、 advanced 権限レベルでのみ使用できます。

• system services ndmp service terminate

• system services ndmp service start

• system services ndmp service stop

• system services ndmp log start

• system services ndmp log stop
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状況 使用するコマンド

NDMP サービスを有効にします system services ndmp on*

NDMP サービスを無効にします system services ndmp off*

NDMP 設定を表示する system services ndmp show*

NDMP 設定を変更する system services ndmp modify*

デフォルトの NDMP バージョンを表示する system services ndmp version*

NDMP サービス設定を表示します system services ndmp service show

NDMP サービス設定を変更します system services ndmp service modify

すべての NDMP セッションを表示する system services ndmp status

すべての NDMP セッションに関する詳細情報を表示
する

system services ndmp probe

指定された NDMP セッションを終了します system services ndmp kill

すべての NDMP セッションを終了します system services ndmp kill-all

NDMP パスワードを変更します system services ndmp password*

ノードを対象とした NDMP モードを有効にします system services ndmp node-scope-mode on*

ノードを対象とした NDMP モードを無効にします system services ndmp node-scope-mode

off*

ノードを対象とした NDMP モードのステータスを表
示する

system services ndmp node-scope-mode

status*

すべての NDMP セッションを強制的に終了します system services ndmp service terminate

NDMP サービスデーモンを開始します system services ndmp service start

NDMP サービスデーモンを停止します system services ndmp service stop

指定した NDMP セッションのロギングを開始します system services ndmp log start*
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状況 使用するコマンド

指定した NDMP セッションのロギングを停止します system services ndmp log stop*

• これらのコマンドは非推奨となっており、今後のメジャーリリースで削除される予定です。

これらのコマンドの詳細については、のマニュアルページを参照してください system services ndmp コ
マンド

ノードを対象とした NDMP モードでのユーザ認証

ノードを対象とした NDMP モードでは、テープによるバックアップとリストア処理を実
行するために、 NDMP 固有のクレデンシャルを使用してストレージシステムにアクセス
する必要があります。

デフォルトのユーザ ID は「 root 」です。ノードで NDMP を使用する前に、 NDMP ユーザに関連付けられた
デフォルトの NDMP パスワードを変更しておく必要があります。デフォルトの NDMP ユーザ ID を変更する
こともできます。

関連情報

ノードを対象とした NDMP モードの管理用コマンド

FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードを管理します

FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードの概要を管理します

NDMP オプションとコマンドを使用して、 SVM 単位で NDMP を管理できます。NDMP

オプションは、を使用して変更できます vserver services ndmp modify コマンド
を実行しますSVM を対象とした NDMP モードでは、ユーザ認証がロールベースアクセ
ス制御メカニズムに統合されます。

許可するプロトコルまたは許可しないプロトコルのリストにNDMPを追加するには、を使用します vserver

modify コマンドを実行しますデフォルトでは、 NDMP は許可するプロトコルのリストに含まれています。
許可しないプロトコルのリストに NDMP が追加されると、 NDMP セッションを確立できません。

を使用して、NDMPデータ接続を確立するLIFタイプを制御できます -preferred-interface-role オプシ
ョンNDMP データ接続の確立時には、このオプションで指定した LIF タイプに属する IP アドレスが NDMP
によって選択されます。IP アドレスがどの LIF タイプにも属していない場合は、 NDMP データ接続を確立で

きません。詳細については、を参照してください -preferred-interface-role オプションについては、
マニュアルページを参照してください。

詳細については、を参照してください vserver services ndmp modify コマンドについては、マニュア
ルページを参照してください。

関連情報

SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド

Cluster Aware Backup 拡張の動作
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"ONTAP の概念"

SVM を対象とした NDMP モードとは

"システム管理"

SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド

を使用できます vserver services ndmp 各Storage Virtual Machine（SVM、
旧Vserver）上でNDMPを管理するためのコマンド。

状況 使用するコマンド

NDMP サービスを有効にします vserver services ndmp on

クラスタ内のすべてのノードで NDMP
サービスを常に有効にする必要があり
ます。を使用して、ノードでNDMPサ

ービスを有効にできます system

services ndmp on コマンドを実行
しますデフォルトでは、 NDMP サービ
スはノードで常に有効になっていま
す。

NDMP サービスを無効にします vserver services ndmp off

NDMP 設定を表示する vserver services ndmp show

NDMP 設定を変更する vserver services ndmp modify

デフォルトの NDMP バージョンを表示する vserver services ndmp version

すべての NDMP セッションを表示する vserver services ndmp status

すべての NDMP セッションに関する詳細情報を表示
する

vserver services ndmp probe

指定された NDMP セッションを終了します vserver services ndmp kill

すべての NDMP セッションを終了します vserver services ndmp kill-all

NDMP パスワードを生成します vserver services ndmp generate-password
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状況 使用するコマンド

NDMP の拡張機能のステータスを表示します vserver services ndmp extensions show

このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できま
す。

NDMP の拡張機能のステータスを変更（有効または
無効に）します

vserver services ndmp extensions modify

このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できま
す。

指定した NDMP セッションのロギングを開始します vserver services ndmp log start

このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できま
す。

指定した NDMP セッションのロギングを停止します vserver services ndmp log stop

このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できま
す。

これらのコマンドの詳細については、のマニュアルページを参照してください vserver services ndmp
コマンド

Cluster Aware Backup 拡張の動作

Cluster Aware Backup （ CAB ）拡張は、 NDMP v4 プロトコルの拡張です。この拡張を
使用すると、 NDMP サーバで、ボリュームを所有するノードでデータ接続を確立できま
す。また、ボリュームとテープデバイスがクラスタ内の同じノードに配置されているか
どうかをバックアップアプリケーションで判断できます。

ボリュームを所有するノードを NDMP サーバで特定し、そのノードでデータ接続を確立できるようにするに
は、バックアップアプリケーションで CAB 拡張がサポートされている必要があります。CAB 拡張を使用する
場合、バックアップアプリケーションでは、データ接続を確立する前に、バックアップまたはリストア対象の
ボリュームについて NDMP サーバに通知する必要があります。これにより、 NDMP サーバはボリュームをホ
ストするノードを決定して、データ接続を適切に確立できます。

バックアップアプリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、ボリュームとテープデバイスに関
するアフィニティ情報が NDMP サーバから提供されます。ボリュームとテープデバイスがクラスタ内の同じ
ノードに配置されている場合、バックアップアプリケーションではこのアフィニティ情報を使用して、 3 ウ
ェイバックアップの代わりにローカルバックアップを実行できます。

異なる LIF タイプでのバックアップおよびリストアに使用できるボリュームとテープデバイス

クラスタ内のどのタイプの LIF でも NDMP 制御接続を確立するようにバックアップアプ
リケーションを設定できます。Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP
モードでは、このような LIF タイプと CAB 拡張のステータスに応じて、バックアップお
よびリストア処理に使用できるボリュームとテープデバイスを決定できます。
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次の表に、 NDMP 制御接続の LIF タイプおよび CAB 拡張のステータスに応じて使用できるボリュームとテ
ープデバイスを示します。

CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされていない場合に使用できるボリュームとテープデバイス

NDMP 制御接続の LIF タイプ バックアップまたはリストアに使
用できるボリューム

バックアップまたはリストアに使
用できるテープデバイス

ノード管理 LIF ノードでホストされるすべてのボ
リューム

ノード管理 LIF をホストしている
ノードに接続されているテープデ
バイス

データ LIF データ LIF をホストするノードで
ホストされる SVM に属するボリュ
ームのみ

なし

クラスタ管理 LIF クラスタ管理 LIF をホストするノ
ードでホストされるすべてのボリ
ューム

なし

クラスタ間 LIF クラスタ間 LIF をホストするノー
ドでホストされるすべてのボリュ
ーム

インタークラスタ LIF をホストし
ているノードに接続されているテ
ープデバイス

CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされている場合に使用できるボリュームとテープデバイス

NDMP 制御接続の LIF タイプ バックアップまたはリストアに使
用できるボリューム

バックアップまたはリストアに使
用できるテープデバイス

ノード管理 LIF ノードでホストされるすべてのボ
リューム

ノード管理 LIF をホストしている
ノードに接続されているテープデ
バイス

データ LIF データ LIF をホストする SVM に属
するすべてのボリューム

なし

クラスタ管理 LIF クラスタ内のすべてのボリューム クラスタ内のすべてのテープデバ
イス

クラスタ間 LIF クラスタ内のすべてのボリューム クラスタ内のすべてのテープデバ
イス

アフィニティ情報とは

CAB 対応のバックアップアプリケーションを使用すると、ボリュームとテープデバイス
に関する一意の場所情報が NDMP サーバから提供されます。ボリュームとテープデバイ
スが同じアフィニティを共有している場合、バックアップアプリケーションではこのア
フィニティ情報を使用して、 3 ウェイバックアップの代わりにローカルバックアップを
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実行できます。

ノード管理 LIF 、クラスタ管理 LIF で NDMP 制御接続が確立されている場合は、 またはクラスタ間 LIF の場
合、バックアップアプリケーションではアフィニティ情報を使用してボリュームとテープデバイスが同じノー
ドに配置されているかどうかを判断し、ローカルまたは 3 ウェイバックアップ / リストア処理を実行できま
す。データ LIF で NDMP 制御接続が確立されると、バックアップアプリケーションは常に 3 ウェイバックア
ップを実行します。

ローカル NDMP バックアップと 3 ウェイ NDMP バックアップ

DMA （バックアップアプリケーション）は、ボリュームとテープデバイスに関するアフィニティ情報を使用
して、クラスタ内のノード 1 にあるボリュームとテープデバイスでローカル NDMP バックアップを実行しま
す。ボリュームがノード 1 からノード 2 に移動すると、ボリュームとテープデバイスに関するアフィニティ
情報が変更されます。したがって、後続のバックアップについては、 DMA は 3 ウェイ NDMP バックアップ
処理を実行します。これにより、ボリュームの移動先のノードに関係なく、ボリュームのバックアップポリシ
ーが維持されます。

関連情報

Cluster Aware Backup 拡張の動作

NDMP サーバは、 SVM を対象としたモードでセキュアな制御接続をサポートします

セキュアソケット（ SSL/TLS ）を通信メカニズムとして使用することで、 Data
Management Application （ DMA ；データ管理アプリケーション）と NDMP サーバの間
でセキュアな制御接続を確立できます。この SSL 通信は、サーバ証明書に基づいて行わ
れます。NDMP サーバはポート 30000 （ IANA が「 ndmps 」サービス用に割り当てて
いるポート）でリスンします。

このポートでクライアントから接続を確立すると、標準の SSL ハンドシェイクが開始され、サーバからクラ
イアントに証明書が提示されます。クライアントが証明書を受け入れると、 SSL ハンドシェイクが完了しま
す。このプロセスが完了すると、クライアントとサーバの間のすべての通信が暗号化されます。NDMP プロ
トコルのワークフローは、それまでとまったく同じです。セキュアな NDMP 接続で必要になるのは、サーバ
側の証明書の認証のみです。DMA は、セキュアな NDMP サービスまたは標準の NDMP サービスのいずれか
に接続して接続を確立できます。

デフォルトでは、セキュアな NDMP サービスは Storage Virtual Machine （ SVM ）に対しては無効になって

います。を使用して、特定のSVMでセキュアなNDMPサービスを有効または無効にできます vserver

services ndmp modify -vserver vserver -is-secure-control-connection-enabled

[true|false] コマンドを実行します
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NDMP データ接続タイプ

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、サポートされる
NDMP データ接続タイプは、 NDMP 制御接続の LIF タイプおよび CAB 拡張のステータ
スによって異なります。この NDMP データ接続タイプは、ローカルまたは 3 ウェイ
NDMP バックアップ / リストア処理を実行できるかどうかを示します。

TCP または TCP / IPv6 ネットワーク経由で 3 ウェイ NDMP バックアップまたはリストア処理を実行できま
す。次の表に、 NDMP 制御接続の LIF タイプおよび CAB 拡張のステータスに基づく NDMP データ接続タイ
プを示します。

CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされている場合は、 NDMP データ接続タイプ

NDMP 制御接続の LIF タイプ NDMP データ接続タイプ

ノード管理 LIF ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6

データ LIF TCP 、 TCP/IPv6

クラスタ管理 LIF ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6

クラスタ間 LIF ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6

CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされていない場合の NDMP データ接続タイプ

NDMP 制御接続の LIF タイプ NDMP データ接続タイプ

ノード管理 LIF ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6

データ LIF TCP 、 TCP/IPv6

クラスタ管理 LIF TCP 、 TCP/IPv6

クラスタ間 LIF ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6

関連情報

Cluster Aware Backup 拡張の動作

"Network Management の略"

SVM を対象とした NDMP モードでのユーザ認証

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、 NDMP ユーザ認証
がロールベースアクセス制御と統合されます。SVM のコンテキストでは、 NDMP ユー
ザには「 vsadmin 」または「 vsadmin-backup 」のいずれかのロールが必要です。クラ
スタのコンテキストでは 'admin' または backup のいずれかのロールが NDMP ユーザー
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に割り当てられている必要があります

これらの事前定義されたロール以外に ' カスタム・ロールに関連づけられたユーザー・アカウントを NDMP
認証に使用することもできますただし ' カスタム・ロールのコマンド・ディレクトリには vserver services
ndmp フォルダがあり ' フォルダのアクセス・レベルが none でない場合に限られますこのモードでは、指定
されたユーザアカウント用の NDMP パスワードを生成する必要があります。このパスワードは、ロールベー
スアクセス制御を使用して作成されます。admin ロールまたは backup ロールのクラスタユーザは、ノード管
理 LIF 、クラスタ管理 LIF 、またはインタークラスタ LIF にアクセスできます。vsadmin-backup ロールまた
は vsadmin ロールのユーザは、対象の SVM のデータ LIF にのみアクセスできます。そのため、ユーザのロー
ルによって、バックアップおよびリストア処理に使用できるボリュームとテープデバイスが異なります。

このモードでは、 NIS ユーザと LDAP ユーザのユーザ認証もサポートされます。そのため、 NIS ユーザと
LDAP ユーザは、共通のユーザ ID とパスワードを使用して複数の SVM にアクセスできます。ただし、
NDMP 認証では Active Directory ユーザがサポートされません。

このモードでは、ユーザ・アカウントは SSH アプリケーションと「ユーザ・パスワード」認証方式に関連付
けられている必要があります。

関連情報

SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド

"システム管理"

"ONTAP の概念"

NDMP ユーザ用の NDMP 固有のパスワードを生成します

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、特定のユーザ ID
用のパスワードを生成する必要があります。NDMP ユーザ用の実際のログインパスワー
ドに基づいてパスワードが生成されます。実際のログインパスワードが変更された場合
は、 NDMP 固有のパスワードを再度生成する必要があります。

手順

1. を使用します vserver services ndmp generate-password NDMP固有のパスワードを生成するコ
マンド。

このパスワードは、パスワード入力を必要とする現在または将来のすべての NDMP 処理で使用できま
す。

Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）のコンテキストから、その SVM にのみ属
しているユーザ用の NDMP パスワードを生成できます。

次の例は、 user1 という ID を持つユーザ用の NDMP 固有のパスワードを生成する方法を示しています。
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cluster1::vserver services ndmp> generate-password -vserver vs1 -user

user1

Vserver: vs1

User: user1

Password: jWZiNt57huPOoD8d

2. 通常のストレージシステムアカウントのパスワードを変更した場合は、この手順を繰り返して、新しい
NDMP 固有のパスワードを取得してください。

MetroCluster 構成でディザスタリカバリ時にテープバックアップおよびリストア処理が受ける影響

MetroCluster 構成では、ディザスタリカバリ時にテープバックアップおよびリストア処
理を同時に実行できます。ディザスタリカバリ時にこれらの処理が受ける影響について
理解しておく必要があります。

ディザスタリカバリ関係にある SVM のボリュームでテープバックアップおよびリストア処理が実行される場
合は、スイッチオーバーとスイッチバックのあとに増分テープバックアップおよびリストア処理を引き続き実
行できます。

FlexVol ボリュームのダンプエンジンについて

FlexVol ボリュームのダンプエンジンについて

ダンプは、 ONTAP が提供する Snapshot コピーベースのバックアップおよびリカバリ
の解決策です。 Snapshot コピーからテープデバイスにファイルとディレクトリをバッ
クアップして、バックアップしたデータをストレージシステムにリストアする際に役立
ちます。

ダンプバックアップを使用して、ディレクトリ、ファイル、および関連するセキュリティ設定などのファイル
システムデータをテープデバイスにバックアップできます。バックアップ対象には、ボリューム全体、 qtree
全体、またはボリューム全体でも qtree 全体でもないサブツリーを指定できます。

NDMP 準拠のバックアップアプリケーションを使用して、ダンプバックアップやダンプリストアを実行でき
ます。

ダンプバックアップを実行する際は、バックアップに使用する Snapshot コピーを指定できます。バックアッ
プする Snapshot コピーを指定しない場合は、ダンプエンジンによってバックアップの Snapshot コピーが作
成されます。バックアップ処理が完了すると、ダンプエンジンはその Snapshot コピーを削除します。

ダンプエンジンを使用して、テープへのレベル 0 バックアップ、増分バックアップ、または差分バックアッ
プを実行できます。

Data ONTAP 8.3 よりも前のリリースにリバートした場合は、ベースラインバックアップ処理
を実行してから増分バックアップ処理を実行する必要があります。

関連情報
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ダンプバックアップの動作

ダンプバックアップは、定義済みのプロセスに基づいて、ディスクからテープにファイ
ルシステムのデータを書き込みます。バックアップ対象には、ボリューム、 qtree 、ま
たはボリューム全体でも qtree 全体でもないサブツリーを指定できます。

次の表に、ダンプパスで指定されたオブジェクトについて、 ONTAP が実行するバックアッププロセスを示し
ます。

段階 アクション

1. フルボリュームバックアップまたはフル qtree バックアップ以外の場合、 ONTAP は
ディレクトリをたどってバックアップ対象のファイルを特定します。ボリューム全体
または qtree 全体をバックアップする場合は、 ONTAP によってステージ 2 のプロセ
スが実行されます。

2. フルボリュームバックアップまたはフル qtree バックアップの場合、 ONTAP はボリ
ュームまたは qtree 内のバックアップ対象のディレクトリを特定します。

3. ONTAP は、ディレクトリをテープに書き込みます。

4. ONTAP はファイルをテープに書き込みます。

5. ONTAP は、 ACL 情報（該当する場合）をテープに書き込みます。

ダンプバックアップは、バックアップを実行するためにデータの Snapshot コピーを使用します。したがっ
て、バックアップを開始する前にボリュームをオフラインにする必要はありません。

ダンプバックアップでは、作成した各Snapshotコピーにという名前を付けます

snapshot_for_backup.n、ここで n は0から始まる整数です。ダンプバックアップにより Snapshot コピー
が作成されるたびに、この整数値は 1 ずつ加算されます。ストレージシステムがリブートされると、この整
数値は 0 にリセットされます。バックアップ処理が完了すると、ダンプエンジンはその Snapshot コピーを削
除します。

ONTAP で複数のダンプバックアップを同時に実行すると、ダンプエンジンにより複数の Snapshot コピーが
作成されます。たとえば、ONTAP で2つのダンプバックアップを同時に実行すると、データのバックアップ

元のボリューム内には次のSnapshotコピーが作成されます。 snapshot_for_backup.0 および

snapshot_for_backup.1。

Snapshot コピーからバックアップする場合は、ダンプエンジンによって新たに Snapshot コピ
ーが作成されることはありません。

ダンプエンジンでバックアップされるデータの種類

ダンプエンジンを使用すると、データをテープにバックアップして災害やコントローラ
の停止から保護できます。ダンプエンジンでは、ファイル、ディレクトリ、 qtree 、ボ
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リューム全体などのデータオブジェクトだけでなく、各ファイルに関するさまざまな種
類の情報もバックアップできます。ダンプエンジンでバックアップできるデータの種類
と考慮すべき制限を理解しておくと、ディザスタリカバリのアプローチを計画する際に
役立ちます。

ダンプエンジンでは、ファイルのデータをバックアップするだけでなく、必要に応じて、各ファイルに関する
次の情報もバックアップできます。

• UNIX GID 、所有者の UID 、およびファイルのアクセス権

• UNIX のアクセス時間、作成時間、および変更時間

• ファイルタイプ

• ファイルサイズ

• DOS 名、 DOS 属性、および作成時間

• 1 、 024 個の Access Control Entry （ ACE ；アクセス制御エントリ）を含む ACL

• qtree 情報

• ジャンクションパス

ジャンクションパスはシンボリックリンクとしてバックアップされます。

• LUN クローンおよび LUN クローン

LUN オブジェクト全体をバックアップできますが、 LUN オブジェクト内の個別のファイルをバックアッ
プすることはできません。同様に、 LUN オブジェクト全体をリストアできますが、 LUN オブジェクト内
の個別のファイルをリストアすることはできません。

ダンプエンジンでバックアップした LUN クローンは、独立した LUN になります。

• VM-aligned ファイル

Data ONTAP 8.1.2 より前のリリースでは、 VM-aligned ファイルのバックアップはサポートされていませ
ん。

Snapshot でバックアップされた LUN クローンを Data ONTAP 7-Mode から ONTAP に移行し
た場合、一貫性のない LUN になります。ダンプエンジンでは、一貫性のない LUN はバックア
ップされません。

データをボリュームにリストアする場合は、リストア対象の LUN でクライアント I/O が制限されます。LUN
に関するこの制限が解除されるのは、ダンプリストア処理が完了した場合のみです。同様に、 SnapMirror に
よる単一ファイルまたは LUN のリストア処理中は、リストア対象のファイルと LUN でクライアント I/O が制
限されます。この制限が解除されるのは、単一ファイル / LUN のリストア処理が完了した場合のみです。ダ
ンプリストアまたは SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストア処理を実行中のボリュームでダン
プバックアップが実行される場合は、クライアント I/O が制限されているファイルまたは LUN がバックアッ
プに含まれません。クライアント I/O の制限が解除されると、これらのファイルまたは LUN は後続のバック
アップ処理に含まれます。
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Data ONTAP 8.3 で実行されているテープにバックアップした LUN は、 8.3 以降のリリースに
のみリストアできます。 8.3 より前のリリースにはリストアできません。以前のリリースに
LUN をリストアする場合、その LUN はファイルとしてリストアされます。

SnapVault セカンダリボリュームまたは Volume SnapMirror デスティネーションをテープにバックアップする
場合は、ボリュームのデータだけがバックアップされます。関連付けられているメタデータはバックアップさ
れません。したがって、ボリュームをリストアしようとすると、そのボリュームのデータだけがリストアされ
ます。Volume SnapMirror 関係に関する情報はバックアップで使用できないため、リストアされません。

Windows NT のアクセス権しかないファイルをダンプし、 UNIX 形式の qtree またはボリュームにリストアし
た場合、リストアされたファイルには、その qtree またはボリュームに対する UNIX のデフォルトのアクセス
権が付与されます。

UNIX のアクセス権しかないファイルをダンプし、 NTFS 形式の qtree またはボリュームにリストアした場
合、リストアされたファイルには、その qtree またはボリュームに対する Windows のデフォルトのアクセス
権が付与されます。

それ以外の場合は、ダンプとリストア後もアクセス権は維持

VM-alignedファイルおよびをバックアップできます vm-align-sector オプションVM-aligned ファイルの詳
細については、を参照してください "論理ストレージ管理"。

漸増チェーンとは

漸増チェーンとは、同じパスに対する一連の増分バックアップです。任意の時点で任意
のレベルのバックアップを指定できるため、バックアップとリストアを効率的に実行す
るには、漸増チェーンについて理解しておく必要があります。31 レベルの増分バックア
ップ処理を実行できます。

漸増チェーンには次の 2 種類があります。

• 連続的漸増チェーンは、レベル 0 から始まり、 1 ずつ増えていく連続した増分バックアップです。

• 非連続的漸増チェーンは、増分バックアップの各回でレベルがスキップされていたり、連続していないも
の（ 0 、 2 、 3 、 1 など）です。 4 、またはそれ以上の一般的な 0 、 1 、 1 、 1 または 0 、 1 、 2 、 1
、 2 。

増分バックアップでは、よりレベルが低い最新のバックアップがベースとして使用されます。たとえば、 0
、 2 、 3 、 1 、 4 という一連のバックアップレベルには、「 0 、 2 、 3 」と「 0 、 1 、 4 」の 2 つの漸増
チェーンがあります。次の表に、増分バックアップのベースを示します。

バックアップ順序 増分レベル 漸増チェーン ベース（ Base ） バックアップされる
ファイル

1. 0 両方 ストレージ・システ
ム上のファイル

バックアップパスの
すべてのファイル

2. 2. 0 、 2 、 3 レベル 0 バックアッ
プ

レベル 0 バックアッ
プ以降に作成された
バックアップパスの
ファイル
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バックアップ順序 増分レベル 漸増チェーン ベース（ Base ） バックアップされる
ファイル

3. 3. 0 、 2 、 3 レベル 2 バックアッ
プ

レベル 2 バックアッ
プ以降に作成された
バックアップパスの
ファイル

4. 1. 0.1.4 レベル 0 バックアッ
プです。レベル 1 バ
ックアップよりも下
位の最新レベルです

レベル 0 バックアッ
プ以降に作成された
バックアップ・パス
内のファイル（レベ
ル 2 およびレベル 3
バックアップ内のフ
ァイルを含む

5. 4. 0.1.4 レベル 1 バックアッ
プは下位レベルであ
り、レベル 0 、レベ
ル 2 、またはレベル
3 バックアップより
も新しいため、レベ
ル 1 バックアップで
す

レベル 1 バックアッ
プ以降に作成された
ファイル

ブロック化因数とは

テープブロックは 1 、 024 バイトのデータから構成されています。テープバックアップ
またはリストア中には、各読み取り / 書き込み処理で転送するテープブロックの数を指
定できます。この数を「ブロック化因数」と呼びます。

4~256 のブロック化因数を使用できます。バックアップのリストア先のシステムがバックアップ元と異なる場
合は、バックアップで使用したブロック化因数がリストア先のシステムでサポートされている必要がありま
す。たとえば、ブロック化因数を 128 としてバックアップをリストアする場合、リストア先のシステムで
は、ブロック化因数として 128 をサポートしている必要があります。

NDMP バックアップでは、ブロック化因数は MOVER_RECORD_SIZE によって決定されます。ONTAP は、
MOVER_RECORD_SIZE の最大値として、 256KB をサポートしています。

ダンプバックアップを再開するタイミング

テープ書き込みエラー、停電、ユーザによる誤った操作、ストレージシステム内部の不
整合など、内外のさまざまなエラーが原因で、ダンプバックアップが完了しないことが
あります。これらのいずれかの理由でバックアップに失敗した場合に、バックアップを
再開できます。

ストレージシステム上のトラフィックが大量に発生する時間を避けるため、またはテープドライブなどのスト
レージシステム上の限られたリソース間の競合を回避するために、バックアップを中断して再開することがで
きます。より緊急性の高いリストア（またはバックアップ）で同じテープドライブが必要な場合は、長いバッ
クアップを中断してあとで再開できます。再開可能なバックアップはリブート後も維持されます。中止された
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テープへのバックアップは、次の条件に該当する場合にのみ再開できます。

• 中止されたバックアップがフェーズ 4 である

• dump コマンドでロックされた関連する Snapshot コピーがすべて使用可能である。

• ファイル履歴が有効になっている必要があります。

このようなダンプ処理が中止され、再開可能な状態のままになると、関連付けられている Snapshot コピーが
ロックされます。これらの Snapshot コピーは、バックアップ・コンテキストが削除されるまで解放されませ

ん。を使用して、バックアップコンテキストのリストを表示できます vserver services ndmp

restartable backup show コマンドを実行します

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show

Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?

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

vserver1 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false

vserver1 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false

vserver2 5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false

3 entries were displayed.

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show -vserver

vserver1 -context-id 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

                       Vserver: vserver1

            Context Identifier: 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

                   Volume Name: /vserver1/vol1

           Is Cleanup Pending?: false

            Backup Engine Type: dump

Is Snapshot Copy Auto-created?: true

                     Dump Path: /vol/vol1

   Incremental Backup Level ID: 0

                     Dump Name: /vserver1/vol1

     Context Last Updated Time: 1460624875

               Has Offset Map?: true

                 Offset Verify: true

       Is Context Restartable?: true

              Is Context Busy?: false

                  Restart Pass: 4

              Status of Backup: 2

            Snapshot Copy Name: snapshot_for_backup.1

          State of the Context: 7

cluster::>"
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ダンプリストアの動作

ダンプリストアは、定義済みのプロセスに基づいてテープからディスクにファイルシス
テムのデータを書き込みます。

次の表に、ダンプリストアの動作を示します。

段階 アクション

1. ONTAP により、テープから抽出する必要のあるファイルがカタログ化されます。

2. ONTAP は、ディレクトリと空のファイルを作成します。

3. ONTAP は、テープからファイルを読み取り、ディスクに書き込み、 ACL などのアク
セス権を設定します。

4. 指定したファイルがテープからすべて複製されるまで、 ONTAP はステージ 2 と 3 を
繰り返します。

ダンプエンジンでリストアされるデータの種類

災害が発生したりコントローラが停止した場合、ダンプエンジンでは、単一ファイルか
らファイル属性やディレクトリ全体まで、バックアップしたすべてのデータをさまざま
な方法でリカバリできます。ダンプエンジンでリストアできるデータの種類と使用する
リカバリ方法を理解しておくと、ダウンタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。

マッピングされたオンラインの LUN にデータをリストアできます。ただし、リストア処理が完了するまで、
ホストアプリケーションはこの LUN にアクセスできません。リストア処理が完了したら、 LUN データのホ
ストキャッシュをフラッシュして、リストアされたデータとの一貫性を確保する必要があります。

ダンプエンジンでは、次のデータをリカバリできます。

• ファイルおよびディレクトリの内容

• UNIX ファイルアクセス権

• ACL

UNIX ファイルアクセス権だけを持つファイルを NTFS の qtree またはボリュームにリストアした場合、
そのファイルには Windows NT ACL が含まれません。対象のファイルについて Windows NT ACL を作成
しないかぎり、ストレージシステムではこのファイルに対して UNIX ファイルアクセス権だけを使用しま
す。

Data ONTAP 8.2 を実行するストレージシステムから、 Data ONTAP 8.1.x 以前を実行する
ストレージシステムに ACE の最大数が 1 、 024 より小さい ACL をリストアした場合、デ
フォルトの ACL がリストアされます。

• qtree 情報

qtree 情報は、 qtree がボリュームのルートにリストアされる場合にのみ使用されます。などの下位のデ

378



ィレクトリにqtreeをリストアする場合、qtree情報は使用されません /vs1/vol1/subdir/lowerdir
、qtreeではなくなります。

• その他のすべてのファイルおよびディレクトリ属性

• Windows NT ストリーム

• LUN

◦ LUN としての機能を維持するには、 LUN をボリュームレベルまたは qtree レベルでリストアする必要
があります。

ディレクトリにリストアすると、有効なメタデータが含まれないため、ファイルとしてリストアされ
ます。

◦ 7-Mode LUN は、 ONTAP ボリュームで LUN としてリストアされます。

• 7-Mode ボリュームは、 ONTAP ボリュームにリストアできます。

• デスティネーションボリュームにリストアされた VM-aligned ファイルは、デスティネーションボリュー
ムの VM-align のプロパティを継承します。

• リストア処理のデスティネーションボリュームに、強制ロックまたは助言ロックが設定されたファイルが
含まれていることがあります。

そのようなデスティネーションボリュームへのリストア処理を実行する場合、ダンプエンジンはそれらの
ロックを無視します。

データをリストアする際の考慮事項

バックアップされたデータを元のパスまたは別の場所にリストアできます。バックアッ
プされたデータを別の場所にリストアする場合は、リストア先を準備しておく必要があ
ります。

データを元のパスまたは別の場所にリストアするには、次の情報を入手しておく必要があります。また、次の
要件を満たす必要があります。

• リストアのレベル

• データのリストア先のパス

• バックアップ時に使用されたブロック化因数

• 増分リストアを実行する場合は、すべてのテープがバックアップチェーンに含まれている必要があります

• リストア元のテープと互換性がある、使用可能なテープドライブ

データを別の場所にリストアするには、次の処理を実行する必要があります。

• ボリュームをリストアする場合は、新しいボリュームを作成する必要があります。

• qtree またはディレクトリをリストアする場合は、リストアするファイルと名前が同一と思われるファイ
ルについて、名前を変更するか場所を移動します。
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ONTAP 9 では、 qtree 名で Unicode 形式がサポートされます。以前のリリースの ONTAP で
は、この形式はサポートされていません。ONTAP 9でUnicode名を持つqtreeををを使用して以

前のリリースのONTAP にコピーした場合 ndmpcopy コマンドまたはテープのバックアップイ
メージからのリストアによって、qtreeはUnicode形式のqtreeではなく、通常のディレクトリと
してリストアされます。

リストアされたファイルの名前が既存のファイルと同じである場合、既存のファイルはリスト
アされたファイルで上書きされます。ただし、ディレクトリは上書きされません。

DARを使用せずにリストア時にファイル、ディレクトリ、またはqtreeの名前を変更するには、EXTRACT環境

変数をに設定する必要があります E。

デスティネーションストレージシステムに必要なスペース

リストア先のストレージシステムには、リストアするデータのサイズに約 100MB を加えたサイズのスペース
が必要です。

リストア処理の開始時には、デスティネーションボリュームで使用可能なボリュームスペース

と inode が確認されます。FORCE環境変数をに設定します Y デスティネーションパスで使用
可能なボリュームスペースとinodeのチェックがリストア処理でスキップされます。デスティネ
ーションボリュームのボリュームスペースまたは inode が不足している場合は、デスティネー
ションボリュームで使用可能なボリュームスペースと inode で許容される量のデータがリスト
ア処理によってリカバリされます。ボリュームスペースと inode を使用できなくなると、リス
トア処理が停止します。

ダンプバックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

システムメモリ容量が異なるストレージシステムで同時に実行できるダンプバックアッ
プおよびリストアセッションの最大数に注意する必要があります。この最大数は、スト
レージシステムのシステムメモリによって異なります。

次の表に、ダンプまたはリストアエンジンの制限を示します。「 NDMP セッションのスケーラビリティ制
限」に記載されている制限は、 NDMP サーバの制限であり、エンジンの制限よりも高くなります。

ストレージシステムのシステムメモリ ダンプバックアップおよびリストアセッションの総数

16GB 未満 4.

16GB 以上、 24GB 未満 16

24GB 以上 32

を使用する場合 ndmpcopy ストレージシステム内のデータをコピーするコマンドでは、ダンプ
バックアップ用とダンプリストア用の2つのNDMPセッションが確立されます。

を使用して、ストレージシステムのシステムメモリを取得できます sysconfig -a コマンド（ノードシェル
から使用可能）。このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。
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関連情報

NDMP セッションのスケーラビリティ制限

Data ONTAP 7-Mode と ONTAP 間でのテープバックアップおよびリストアがサポートされます

7-Mode または ONTAP を実行しているストレージシステムからバックアップしたデータ
を、 7-Mode または ONTAP を実行しているストレージシステムにリストアできます。

Data ONTAP 7-Mode と ONTAP 間では、次のテープバックアップおよびリストア処理がサポートされていま
す。

• ONTAP を実行しているストレージシステムに接続されているテープドライブへの 7-Mode ボリュームの
バックアップ

• 7-Mode システムに接続されているテープドライブへの ONTAP ボリュームのバックアップ

• ONTAP を実行しているストレージシステムに接続されているテープドライブからの 7-Mode ボリューム
のバックアップデータのリストア

• 7-Mode システムに接続されているテープドライブからの ONTAP ボリュームのバックアップデータのリ
ストア

• ONTAP ボリュームへの 7-Mode ボリュームのリストア

-   A 7-Mode LUN is restored as a LUN on an ONTAP volume.

-   You should retain the ONTAP LUN identifiers when

restoring a 7-Mode LUN to an existing ONTAP LUN.

• ONTAP ボリュームの 7-Mode ボリュームへのリストア

ONTAP LUN は、 7-Mode ボリューム上の通常のファイルとしてリストアされます。

再開可能なコンテキストを削除します

コンテキストを再開せずにバックアップを開始する場合は、コンテキストを削除できま
す。

このタスクについて

を使用して、再開可能なコンテキストを削除できます vserver services ndmp restartable-backup

delete コマンドを実行します。SVM名とコンテキストIDを指定します。

手順

1. 再開可能なコンテキストを削除します。

vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver vserver-name -context

-id context_identifier。
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cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show

Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?

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

vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false

vserver1    481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false

vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false

3 entries were displayed.

cluster::>

cluster::> vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver

vserver1 -context-id 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show

Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?

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

vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false

vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false

3 entries were displayed.

cluster::>"

SnapVault セカンダリボリュームでのダンプの動作

SnapVault セカンダリボリュームでミラーリングされたデータに対してテープバックア
ップ処理を実行できます。バックアップできるのは、 SnapVault セカンダリボリューム
でテープにミラーリングされたデータのみです。 SnapVault 関係のメタデータはバック
アップできません。

データ保護ミラー関係を解除したとき (snapmirror break）または、SnapMirrorの再同期が発生した場合
は、必ずベースラインバックアップを実行する必要があります。

ダンプとストレージフェイルオーバーおよび ARL 処理との連携

ダンプバックアップまたはリストア処理を実行するには、これらの処理とストレージフ
ェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）または Aggregate Relocation （ ARL
；アグリゲートの再配置）処理との連携について理解しておく必要があります。。

-override-vetoes オプションは、ストレージフェイルオーバーまたはARL処理時の
ダンプエンジンの動作を指定します。

ダンプバックアップまたはリストア処理の実行中および -override-vetoes オプションはに設定されてい

ます false`ユーザが開始したストレージフェイルオーバーまたはARL処理が停止した場合。ただし、の場合

`–override-vetoes オプションはに設定されています `true`をクリックすると、ストレージフェイルオー
バーまたはARL処理が続行され、ダンプバックアップまたはリストア処理が中止されます。ストレージフェイ
ルオーバーまたは ARL 処理がストレージシステムによって自動的に開始されると、アクティブなダンプバッ
クアップまたはリストア処理が常に中止されます。ストレージフェイルオーバーまたは ARL 処理が完了して
も、ダンプバックアップおよびリストア処理を再開することはできません。
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CAB 拡張がサポートされている場合のダンプ処理

バックアップアプリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、ストレージフェイルオーバーまた
は ARL 処理のあとにバックアップポリシーを再設定しなくても、増分ダンプバックアップおよびリストア処
理を引き続き実行できます。

CAB 拡張がサポートされていない場合のダンプ処理

バックアップアプリケーションで CAB 拡張がサポートされていない場合は、バックアップポリシーで設定さ
れた LIF を、デスティネーションアグリゲートをホストするノードに移行すれば、増分ダンプバックアップお
よびリストア処理を引き続き実行できます。それ以外の場合は、ストレージフェイルオーバーおよび ARL 処
理のあとにベースラインバックアップを実行してから増分バックアップ処理を実行する必要があります。

ストレージフェイルオーバー処理の場合は、バックアップポリシーで設定された LIF をパート
ナーノードに移行する必要があります。

関連情報

"ONTAP の概念"

https://["高可用性"]

ダンプとボリューム移動との連携

テープバックアップおよびリストア処理とボリューム移動は、ストレージシステムが最
終的なカットオーバーフェーズを試行するまで並行して実行できます。最終フェーズの
あとは、移動するボリュームで新しいテープバックアップおよびリストア処理を実行す
ることはできません。ただし、現在の処理は完了するまで引き続き実行されます。

次の表に、ボリューム移動処理後のテープバックアップおよびリストア処理の動作を示します。

テープバックアップおよびリストア処理を実行する場
合のモード

作業

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした
NDMP モード（ CAB 拡張がバックアップアプリケー
ションでサポートされている場合）

バックアップポリシーを再設定しなくても、読み取
り / 書き込みボリュームおよび読み取り専用ボリュー
ムで増分テープバックアップおよびリストア処理を
引き続き実行できます。

SVM を対象とした NDMP モード（ CAB 拡張がバッ
クアップアプリケーションでサポートされていない
場合）

バックアップポリシーで設定された LIF を、デステ
ィネーションアグリゲートをホストするノードに移
行する場合は、読み取り / 書き込みボリュームおよび
読み取り専用ボリュームで増分テープバックアップ
およびリストア処理を引き続き実行できます。それ
以外の場合は、ボリューム移動後にベースラインバ
ックアップを実行してから増分バックアップ処理を
実行する必要があります。

ボリュームを移動する場合に、デスティネーションノード上の別の SVM に属しているボリュ
ームの名前が移動対象のボリュームの名前と同じであると、移動対象のボリュームの増分バッ
クアップ処理を実行できません。
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関連情報

"ONTAP の概念"

FlexVol ボリュームがフルの状態でのダンプの動作

増分ダンプバックアップ処理を実行する前に、 FlexVol ボリュームに十分な空きスペー
スを確保する必要があります。

処理に失敗した場合は、サイズを拡張するか Snapshot コピーを削除して、 FlexVol の空きスペースを増やす
必要があります。次に、増分バックアップ処理を再度実行します。

ボリュームのアクセスタイプが変更された場合のダンプの動作

SnapMirror デスティネーションボリュームまたは SnapVault セカンダリボリュームの状
態が読み取り / 書き込みから読み取り専用、または読み取り専用から読み取り / 書き込
みに変わるときは、ベースラインテープバックアップまたはリストア処理を実行する必
要があります。

SnapMirror デスティネーションボリュームと SnapVault セカンダリボリュームは読み取り専用ボリュームで
す。それらのボリュームでテープバックアップおよびリストア処理を実行する場合は、ボリュームの状態が読
み取り専用から読み取り / 書き込み、または読み取り / 書き込みから読み取り専用に変わるたびに、ベースラ
インバックアップまたはリストア処理を実行する必要があります。

関連情報

"ONTAP の概念"

ダンプと SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストアとの連携

SnapMirror テクノロジによる単一ファイルまたは LUN のリストア先のボリュームでダ
ンプバックアップまたはリストア処理を実行するには、ダンプ処理と単一ファイルまた
は LUN のリストア処理との連携について理解しておく必要があります。

SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストア処理中は、リストア対象のファイルまたは LUN でク
ライアント I/O が制限されます。単一ファイル / LUN のリストア処理が終了すると、ファイルまたは LUN に
おける I/O の制限が解除されます。単一ファイルまたは LUN のリストア先のボリュームでダンプバックアッ
プが実行される場合は、クライアント I/O が制限されているファイルまたは LUN がダンプバックアップに含
まれません。後続のバックアップ処理では、 I/O の制限が解除されたあとに、このファイルまたは LUN がテ
ープにバックアップされます。

ダンプリストアと SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストア処理を同じボリュームで同時に実行
することはできません。

MetroCluster 構成でダンプバックアップおよびリストア処理が受ける影響

MetroCluster 構成でダンプバックアップおよびリストア処理を実行するには、スイッチ
オーバー処理またはスイッチバック処理の実行時にダンプ処理が受ける影響について理
解しておく必要があります。
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ダンプバックアップまたはリストア処理のあとにスイッチオーバーが行われる場合

クラスタ 1 とクラスタ 2 の 2 つのクラスタがあるとします。クラスタ 1 でダンプバックアップまたはリスト
ア処理を実行しているときに、クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーが開始されると、次のよう
な結果になります。

• の値の場合 override-vetoes オプションはです `false`をクリックすると、スイッチオーバーが中止さ
れ、バックアップまたはリストア処理が続行されます。

• オプションの値がの場合 `true`をクリックすると、ダンプバックアップまたはリストア処理が中止され、
スイッチオーバーが続行されます。

ダンプバックアップまたはリストア処理のあとにスイッチバックが行われる場合

クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーが実行され、クラスタ 2 でダンプバックアップまたはリス
トア処理が開始されます。クラスタ 2 にあるボリュームがダンプ処理によってバックアップまたはリストア
されます。この時点で、クラスタ 2 からクラスタ 1 へのスイッチバックが開始されると、次のような結果に
なります。

• の値の場合 override-vetoes オプションはです `false`をクリックすると、スイッチバックがキャンセ
ルされ、バックアップまたはリストア処理が続行されます。

• オプションの値がの場合 `true`をクリックすると、バックアップまたはリストア処理が中止され、スイッ
チバックが続行されます。

スイッチオーバーまたはスイッチバックの実行中にダンプバックアップまたはリストア処理が開始された場合

クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーの実行中に、クラスタ 1 でダンプバックアップまたはリス
トア処理が開始されると、そのバックアップまたはリストア処理は失敗し、スイッチオーバーが続行されま
す。

クラスタ 2 からクラスタ 1 へのスイッチバックの実行中に、クラスタ 2 でダンプバックアップまたはリスト
ア処理が開始されると、そのバックアップまたはリストア処理は失敗し、スイッチバックが続行されます。

FlexVol 用の SMTape エンジンについて

FlexVol 用の SMTape エンジンについて

SMTape は、データのブロックをテープにバックアップする、 ONTAP のディザスタリ
カバリ解決策です。SMTape を使用すると、テープへのボリュームのバックアップを実
行できます。ただし、バックアップを qtree レベルまたはサブツリーレベルで実行する
ことはできません。SMTape でサポートされるのは、ベースラインバックアップ、差分
バックアップ、および増分バックアップです。SMTape の場合、ライセンスは必要あり
ません。

NDMP 準拠のバックアップアプリケーションを使用して、 SMTape バックアップおよびリストア処理を実行
できます。Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでのみバックアップおよびリスト
ア処理を実行する SMTape を選択できます。

SMTape バックアップまたはリストアセッションを実行中のリバートプロセスはサポートされ
ていません。セッションが終了するまで待機するか、 NDMP セッションを中止する必要があり
ます。
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SMTape を使用すると、 255 個の Snapshot コピーをバックアップできます。以降のベースラインバックアッ
プ、増分バックアップ、または差分バックアップでは、バックアップされた古い Snapshot コピーを削除する
必要があります。

ベースラインリストアを実行する前に、データのリストア先のボリュームのタイプがである必要があります

DP また、このボリュームは制限状態である必要があります。リストアが成功すると、このボリュームは自動
的にオンラインになります。このボリュームでは、バックアップの実行順序に従って以降の増分リストアまた
は差分リストアを実行できます。

SMTape バックアップ時に Snapshot コピーを使用します

SMTape のベースラインバックアップおよび増分バックアップの際の Snapshot コピー
の使用方法を理解しておく必要があります。また、 SMTape を使用してバックアップを
実行する場合の考慮事項もいくつかあります。

ベースラインバックアップ

ベースラインバックアップを実行する際は、テープにバックアップする Snapshot コピーの名前を指定できま
す。Snapshot コピーを指定しない場合は、ボリュームのアクセスタイプ（読み取り / 書き込みまたは読み取
り専用）に応じて、 Snapshot コピーが自動的に作成されるか、または既存の Snapshot コピーが使用されま
す。バックアップする Snapshot コピーを指定すると、指定した Snapshot コピーよりも古いすべての
Snapshot コピーもテープにバックアップされます。

バックアップする Snapshot コピーを指定しない場合、次のような処理が行われます。

• 読み取り / 書き込みボリュームの場合は、 Snapshot コピーが自動的に作成されます。

新たに作成された Snapshot コピーとすべての古い Snapshot コピーがテープにバックアップされます。

• 読み取り専用ボリュームの場合は、最新の Snapshot コピーを含むすべての Snapshot コピーがテープに
バックアップされます。

バックアップの開始後に作成された新しい Snapshot コピーはバックアップされません。

差分バックアップ

SMTape の増分または差分バックアップ処理では、 NDMP 準拠のバックアップアプリケーションによって
Snapshot コピーが作成および管理されます。

増分バックアップ処理を実行する場合は、 Snapshot コピーを必ず指定する必要があります。増分バックアッ
プ処理を成功させるには、以前のバックアップ処理（ベースラインまたは増分）でバックアップされた
Snapshot コピーが、バックアップの実行元のボリュームに格納されている必要があります。バックアップさ
れたこの Snapshot コピーを確実に使用するには、バックアップポリシーの設定時に、このボリュームに割り
当てられている Snapshot ポリシーを考慮する必要があります。

SnapMirror デスティネーションでの SMTape バックアップに関する考慮事項

• レプリケーション用のデスティネーションボリュームには、データ保護ミラー関係によって一時的な
Snapshot コピーが作成されます。

これらの Snapshot コピーを SMTape バックアップに使用しないでください。

386



• データ保護ミラー関係が確立されたデスティネーションボリュームで SMTape バックアップ処理が実行さ
れているときに、同じボリュームで SnapMirror 更新が発生する場合は、 SMTape でバックアップされる
Snapshot コピーをソースボリュームで削除しないでください。

バックアップ処理中に、 SMTape はデスティネーションボリューム上の Snapshot コピーをロックしま
す。対応する Snapshot コピーがソースボリュームで削除されると、後続の SnapMirror 更新処理は失敗し
ます。

• 増分バックアップでは、これらの Snapshot コピーを使用しないでください。

SMTape の機能

Snapshot コピーのバックアップ、増分バックアップと差分バックアップ、リストアした
ボリュームでの重複排除と圧縮機能の保持、テープシーディングなどの SMTape 機能を
使用すると、テープのバックアップ処理とリストア処理を最適化できます。

SMTape には次の機能があります。

• ディザスタリカバリ解決策を提供します

• 増分バックアップと差分バックアップをイネーブルにします

• Snapshot コピーをバックアップします

• 重複排除ボリュームのバックアップとリストアを有効にして、リストアしたボリュームで重複排除機能を
維持します

• 圧縮ボリュームをバックアップして、リストアしたボリュームで圧縮機能を維持します

• テープシーディングを有効にします

SMTape では、 4~256KB の範囲で、 4KB の倍数単位でブロック化因数をサポートします。

データをリストアできるのは、 ONTAP の 2 つあとのメジャーリリースで作成したボリューム
までです。

SMTape でサポートされない機能

SMTape では、再開可能なバックアップとバックアップファイルの検証はサポートされ
ていません。

SMTape バックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

NDMP または CLI を使用した SMTape バックアップおよびリストア処理（テープシーデ
ィング）の実行中は、システムメモリ容量が異なるストレージシステムで同時に実行で
きる SMTape バックアップおよびリストアセッションの最大数に注意する必要がありま
す。この最大数は、ストレージシステムのシステムメモリによって異なります。

SMTape バックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限は、 NDMP セッショ
ンの制限やダンプセッションの制限とは異なります。
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ストレージシステムのシステムメモリ SMTape
バックアップおよびリストアセッションの総数

16GB 未満 6.

16GB 以上、 24GB 未満 16

24GB 以上 32

を使用して、ストレージシステムのシステムメモリを取得できます sysconfig -a コマンド（ノードシェル
から使用可能）。このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

関連情報

NDMP セッションのスケーラビリティ制限

ダンプバックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

テープシーディングとは

テープシーディングは、データ保護ミラー関係が確立されたデスティネーション FlexVol
ボリュームの初期化に役立つ SMTape 機能です。

テープシーディングを使用すると、ソースシステムとデスティネーションシステムの間で、低帯域幅接続を介
してデータ保護ミラー関係を確立できます。

ソースからデスティネーションへの Snapshot コピーの増分ミラーリングは、低帯域幅接続上でも可能です。
ただし、低帯域幅接続上では、基礎となる Snapshot コピーの最初のミラーリングに時間がかかります。この
ような場合、テープへのソースボリュームの SMTape バックアップを実行し、テープを使用して最初のベー
ス Snapshot コピーをデスティネーションに転送することができます。その後、低帯域幅接続を使用して、デ
スティネーションシステムへの SnapMirror の差分更新を設定できます。

関連情報

"ONTAP の概念"

SMTape とストレージフェイルオーバーおよび ARL 処理との連携

SMTape バックアップまたはリストア処理を実行するには、これらの処理とストレージ
フェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）または Aggregate Relocation （ ARL
；アグリゲートの再配置）処理との連携について理解しておく必要があります。。

-override-vetoes オプションは、ストレージフェイルオーバーまたはARL処理時
のSMTapeエンジンの動作を指定します。

SMTapeバックアップまたはリストア処理の実行中、および -override-vetoes オプションはに設定されて

います false`ユーザが開始したストレージフェイルオーバーまたはARL処理が停止し、バックアップまたは

リストア処理が完了した場合。バックアップアプリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、バ

ックアップポリシーを再設定しなくても、増分 SMTape バックアップおよびリストア処理を引き続き実行で

きます。ただし、の場合 `–override-vetoes オプションはに設定されています `true`その後、ストレージ
フェイルオーバーまたはARL処理が続行され、SMTapeバックアップまたはリストア処理が中止されます。
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関連情報

"Network Management の略"

https://["高可用性"]

SMTape とボリューム移動との連携

SMTape バックアップ処理とボリューム移動処理は、ストレージシステムが最終カット
オーバーフェーズを試行するまで並行して実行できます。最終フェーズのあとは、移動
するボリュームで新しい SMTape バックアップ処理を実行することはできません。ただ
し、現在の処理は完了するまで引き続き実行されます。

ボリューム移動処理では、ボリュームのカットオーバーフェーズを開始する前に、同じボリュームでアクティ
ブな SMTape バックアップ処理を確認します。アクティブな SMTape バックアップ処理がある場合、ボリュ
ーム移動処理はカットオーバー保留状態になり、 SMTape バックアップ処理を完了できます。これらのバッ
クアップ処理が完了したら、ボリューム移動処理を手動で再開する必要があります。

バックアップアプリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、バックアップポリシーを再設定し
なくても、読み取り / 書き込みボリュームおよび読み取り専用ボリュームで増分テープバックアップおよびリ
ストア処理を引き続き実行できます。

ベースラインリストア処理とボリューム移動処理を同時に実行することはできません。ただし、増分リストア
はボリューム移動処理と並行して実行できます。このリストアの動作は、ボリューム移動処理時の SMTape
バックアップ処理と同様です。

関連情報

"ONTAP の概念"

SMTape とボリュームリホスト処理との連携

ボリュームでボリュームリホスト処理を実行中のときは、 SMTape 処理を開始できませ
ん。ボリュームリホスト処理に関係するボリュームでは、 SMTape セッションを開始し
ないでください。

ボリュームリホスト処理の実行中は、 SMTape バックアップまたはリストアが失敗します。SMTape バック
アップまたはリストアの実行中は、ボリュームリホスト処理が失敗し、該当するエラーメッセージが表示され
ます。この状況では、 NDMP ベースと CLI ベースの両方のバックアップまたはリストア処理が環境ベースに
なります。

ADB による NDMP バックアップポリシーへの影響

Automatic Data Balancer （ ADB ；自動データバランサ）が有効な場合、 ADB はアグリ
ゲートの使用状況の統計を分析し、設定されている使用率の上限のしきい値を超えたア
グリゲートを特定します。

バランサは、しきい値を超えたアグリゲートを特定すると、クラスタ内の別のノードにあるアグリゲートに移
動できるボリュームを特定してそのボリュームの移動を試みます。この状況は、このボリュームに設定されて
いるバックアップポリシーに影響します。 Data Management Application （ DMA ；データ管理アプリケーシ
ョン）が CAB に対応していない場合、バックアップポリシーを再設定してベースラインバックアップ処理を
実行する必要があるためです。
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DMA が CAB に対応しており、特定のインターフェイスを使用してバックアップポリシーが設
定されている場合は、 ADB に影響しません。

MetroCluster 構成で SMTape バックアップおよびリストア処理が受ける影響

MetroCluster 構成で SMTape バックアップおよびリストア処理を実行するには、スイッ
チオーバー処理またはスイッチバック処理の実行時に SMTape 処理が受ける影響につい
て理解しておく必要があります。

SMTape バックアップまたはリストア処理のあとにスイッチオーバーが行われる場合

クラスタ 1 とクラスタ 2 の 2 つのクラスタがあるとします。クラスタ 1 で SMTape バックアップまたはリス
トア処理を実行しているときに、クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーが開始されると、次のよ
うな結果になります。

• の値の場合 –override-vetoes オプションはです `false`その後、スイッチオーバープロセスが中止さ
れ、バックアップまたはリストア処理が続行されます。

• オプションの値がの場合 `true`その後、SMTapeバックアップまたはリストア処理が中止され、スイッチオ
ーバープロセスが続行されます。

SMTape バックアップまたはリストア処理のあとにスイッチバックが行われる場合

クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーが実行され、クラスタ 2 で SMTape バックアップまたはリ
ストア処理が開始されます。クラスタ 2 にあるボリュームが SMTape 処理によってバックアップまたはリス
トアされます。この時点で、クラスタ 2 からクラスタ 1 へのスイッチバックが開始されると、次のような結
果になります。

• の値の場合 –override-vetoes オプションはです `false`をクリックすると、スイッチバックプロセスが
中止され、バックアップまたはリストア処理が続行されます。

• オプションの値がの場合 `true`をクリックすると、バックアップまたはリストア処理が中止され、スイッ
チバックプロセスが続行されます。

スイッチオーバーまたはスイッチバックの実行中に SMTape バックアップまたはリストア処理が開始された場合

クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバープロセスの実行中に、クラスタ 1 で SMTape バックアップ
またはリストア処理が開始されると、そのバックアップまたはリストア処理は失敗し、スイッチオーバーが続
行されます。

クラスタ 2 からクラスタ 1 へのスイッチバックプロセスの実行中に、クラスタ 2 で SMTape バックアップま
たはリストア処理が開始されると、そのバックアップまたはリストア処理は失敗し、スイッチバックが続行さ
れます。

FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理を監視する

FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理の概要を監視する

イベントログファイルを表示して、テープバックアップおよびリストア処理を監視でき
ます。ONTAP は、発生したバックアップおよびリストアの重大なイベントとその時刻

を、という名前のログファイルに自動的に記録します backup コントローラの
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/etc/log/ ディレクトリ。デフォルトでは、イベントロギングはに設定されています

on。

イベントログファイルを表示する理由には、次のものがあります。

• 夜間バックアップが成功したかどうかを確認しています

• バックアップ処理に関する統計の収集

• 過去のイベントログファイルの情報を使用した、バックアップおよびリストア処理に関する問題の診断

イベントログファイルは、週に 1 回ローテーションされます。。 /etc/log/backup ファイルの名前がに変

更されました /etc/log/backup.0、 /etc/log/backup.0 ファイルの名前がに変更されました

/etc/log/backup.1`など。ログファイルは最大6週間保存されるため、最大7つのメッセージファイルを保

持できます (/etc/log/backup.[0-5]` そして電流 /etc/log/backup ファイル）。

イベントログファイルにアクセスします

では、テープバックアップおよびリストア処理用のイベントログファイルにアクセスで

きます /etc/log/ を使用してディレクトリを作成します rdfile コマンドを実行しま
す。これらのイベントログファイルを表示して、テープバックアップおよびリストア処
理を監視できます。

このタスクについて

へのアクセスを持つアクセス制御ロールなど、追加の設定を使用する spi で設定されたWebサービスまたは

ユーザアカウント http アクセス方法：Webブラウザを使用してこれらのログファイルにアクセスすることも
できます。

手順

1. ノードシェルにアクセスするには、次のコマンドを入力します。

node run -node node_name

node_name はノードの名前です。

2. テープバックアップおよびリストア処理用のイベントログファイルにアクセスするには、次のコマンドを
入力します。

rdfile /etc/log/backup

関連情報

"システム管理"

"ONTAP の概念"

ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式

ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式の概要

バックアップログファイルには、ダンプイベントやリストアイベントが発生するたびに
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メッセージが書き込まれます。

ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式は次のとおりです。

type timestamp identifier event (event_info)

次に、イベントログメッセージ形式のフィールドについて説明します。

• 各ログ・メッセージは、次の表に示すいずれかのタイプ・インジケータで始まります。

を入力します 説明

ログ ロギングイベント

DMP ダンプイベント

RST リストアイベント

• timestamp イベントの日時が表示されます。

• 。 identifier ダンプイベントのフィールドには、ダンプパスとダンプの一意のIDが含まれます。。

identifier リストアイベントのフィールドでは、リストア先のパス名のみが一意の識別子として使用さ

れます。ロギング関連のイベントメッセージには、は含まれません identifier フィールド。

ロギングイベントとは

log で始まるメッセージの event フィールドは、ロギングの開始または終了を示します。

次の表に示すいずれかのイベントが含まれています。

イベント 説明

Start_Logging ロギングの開始、またはディセーブル化後にロギン
グが再びオンになったことを示します。

Stop_Logging ロギングがオフになっていることを示します。

ダンプイベントとは

ダンプイベントの event フィールドでは、イベント形式のあとのかっこ内にイベント固
有の情報が示されます。

次の表に、ダンプ処理に関して記録されるイベント、その説明、および関連するイベント情報を示します。

イベント 説明 イベント情報

開始 NDMP ダンプが開始された ダンプレベルおよびダンプのタイ
プ
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イベント 説明 イベント情報

終了 ダンプが正常に完了しました 処理されたデータの量

中止 処理がキャンセルされました 処理されたデータの量

オプション（ Options ） 指定されたオプションが一覧表示
されます

NDMP オプションを含む、すべて
のオプションとその関連値

tape_open 読み取り / 書き込みに対してテー
プが開いています

新しいテープデバイスの名前

tape_close です 読み取り / 書き込みでテープを閉
じます

テープデバイスの名前

フェーズ変更 ダンプの新しい処理フェーズの開
始

新しいフェーズの名前

エラー ダンプ処理における予期せぬイベ
ントの発生

エラーメッセージです

スナップショット Snapshot コピーが作成されるか、
または検出される

Snapshot コピーの名前と時刻

base_dump 内部メタファイルにベースダンプ
エントリが見つかりました

ベースダンプのレベルと時刻（増
分ダンプの場合のみ）

リストアイベントとは

リストアイベントの event フィールドでは、イベント形式のあとのかっこ内にイベント
固有の情報が示されます。

次の表に、リストア処理に関して記録されるイベント、その説明、および関連するイベント情報を示します。

イベント 説明 イベント情報

開始 NDMP リストアが開始されます リストアレベルおよびリストアタ
イプ

終了 リストアが正常に完了しました 処理されたファイルの数とデータ
の量

中止 処理がキャンセルされました 処理されたファイルの数とデータ
の量
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イベント 説明 イベント情報

オプション（ Options ） 指定されたオプションが一覧表示
されます

NDMP オプションを含む、すべて
のオプションとその関連値

tape_open 読み取り / 書き込みに対してテー
プが開いています

新しいテープデバイスの名前

tape_close です 読み取り / 書き込みでテープを閉
じます

テープデバイスの名前

フェーズ変更 リストアの新しい処理フェーズの
開始中です

新しいフェーズの名前

エラー リストア処理で予期しないイベン
トが発生しました

エラーメッセージです

イベントロギングの有効化または無効化

イベントロギングのオンとオフを切り替えることができます。

手順

1. イベントロギングを有効または無効にするには、クラスタシェルで次のコマンドを入力します。

options -option_name backup.log.enable -option-value {on | off}

on イベントロギングをオンにします。

off イベントロギングをオフにします。

イベントロギングはデフォルトでオンになっています。

FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストアに関するエラーメッセージ

バックアップおよびリストアに関するエラーメッセージ

リソース制限：使用可能なスレッドがありません

• * メッセージ *

Resource limitation: no available thread

• * 原因 *

ローカルテープ I/O スレッドのアクティブな最大数が現在使用中です。ローカルテープドライブは最大 16
本までアクティブにすることができます。

• * 是正措置 *
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一部のテープジョブが完了するまで待ってから、新しいバックアップジョブまたはリストアジョブを開始
します。

テープ予約が優先されました

• * メッセージ *

Tape reservation preempted

• * 原因 *

テープドライブが別の処理で使用されているか、テープがすでに閉じられています。

• * 是正措置 *

テープドライブが別の処理で使用されていないこと、および DMA アプリケーションによってジョブが中
断されていないことを確認してから、再試行します。

メディアを初期化できませんでした

• * メッセージ *

Could not initialize media

• * 原因 *

このエラーは、次のいずれかの原因で発生することがあります。

◦ バックアップに使用するテープドライブが破損しています。

◦ テープに完全なバックアップが含まれていないか、テープが破損しています。

◦ ローカルテープ I/O スレッドのアクティブな最大数が現在使用中です。

ローカルテープドライブは最大 16 本までアクティブにすることができます。

• * 是正措置 *

◦ テープドライブが破損している場合は、有効なテープドライブを使用して処理を再試行します。

◦ テープに完全なバックアップが含まれていないか、テープが破損している場合は、リストア処理を実
行できません。

◦ テープリソースを使用できない場合は、いくつかのバックアップジョブまたはリストアジョブが完了
するのを待ってから、処理を再試行します。

実行中のダンプまたはリストアの最大許容数（セッション制限の最大数）

• * メッセージ *

Maximum number of allowed dumps or restores (maximum session limit) in

progress

• * 原因 *
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最大数のバックアップジョブまたはリストアジョブがすでに実行中です。

• * 是正措置 *

現在実行中のジョブがいくつか完了してから、処理を再試行します。

テープ書き込み時のメディアエラーです

• * メッセージ *

Media error on tape write

• * 原因 *

バックアップに使用するテープが破損しています。

• * 是正措置 *

テープを取り替えて、バックアップジョブを再試行します。

テープの書き込みに失敗しました

• * メッセージ *

Tape write failed

• * 原因 *

バックアップに使用するテープが破損しています。

• * 是正措置 *

テープを取り替えて、バックアップジョブを再試行します。

テープへの書き込みに失敗しました - 新しいテープでメディアエラーが発生しました

• * メッセージ *

Tape write failed - new tape encountered media error

• * 原因 *

バックアップに使用するテープが破損しています。

• * 是正措置 *

テープを取り替えて、バックアップを再試行します。

テープへの書き込みに失敗しました - 新しいテープが破損しているか ' 書き込み保護されてい

• * メッセージ *

396



Tape write failed - new tape is broken or write protected

• * 原因 *

バックアップに使用するテープが破損しているか、テープに書き込み保護が設定されています。

• * 是正措置 *

テープを取り替えて、バックアップを再試行します。

テープの書き込みに失敗しました - 新しいテープはすでにメディアの末尾にあります

• * メッセージ *

Tape write failed - new tape is already at the end of media

• * 原因 *

テープにバックアップを完了できるだけの十分なスペースがありません。

• * 是正措置 *

テープを取り替えて、バックアップを再試行します。

テープ書き込みエラー

• * メッセージ *

Tape write error - The previous tape had less than the required minimum

capacity, size MB, for this tape operation, The operation should be restarted

from the beginning

• * 原因 *

テープ容量が不足していてバックアップデータを格納できません。

• * 是正措置 *

より大きな容量のテープを使用して、バックアップジョブを再試行します。

テープ読み取り時のメディアエラーです

• * メッセージ *

Media error on tape read

• * 原因 *

データのリストア元のテープが破損しており、テープに完全なバックアップデータが含まれていない可能
性があります。
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• * 是正措置 *

テープに完全なバックアップが含まれていることがわかっている場合は、リストア処理を再試行します。
テープに完全なバックアップが含まれていない場合は、リストア処理を実行できません。

テープ読み取りエラーです

• * メッセージ *

Tape read error

• * 原因 *

テープドライブが破損しているか、テープに完全なバックアップが含まれていません。

• * 是正措置 *

テープドライブが破損している場合は、別のテープドライブを使用します。テープに完全なバックアップ
が含まれていないと、データをリストアできません。

テープの終わりにはすでにある

• * メッセージ *

Already at the end of tape

• * 原因 *

テープにデータが含まれていないか、テープを巻き戻す必要があります。

• * 是正措置 *

テープにデータが含まれていない場合は、バックアップを含むテープを使用して、リストアジョブを再試
行します。テープにデータが含まれている場合は、テープを巻き戻してリストアジョブを再試行します

テープレコードサイズが小さすぎます。サイズを大きくしてみてください。

• * メッセージ *

Tape record size is too small. Try a larger size.

• * 原因 *

バックアップ時に使用されたブロック化因数より小さいブロック化因数がリストア処理に指定されまし
た。

• * 是正措置 *

バックアップ時に指定したのと同じブロック化因数を使用します。
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テープレコードサイズは、 block_size2 ではなく、 block_size1 にする必要があります

• * メッセージ *

Tape record size should be block_size1 and not block_size2

• * 原因 *

ローカルリストアに指定されたブロック化因数が正しくありません。

• * 是正措置 *

を使用してリストアジョブを再試行します block_size1 をブロック化因数として指定します。

テープレコードサイズは 4KB から 256KB の範囲で指定する必要があります

• * メッセージ *

Tape record size must be in the range between 4KB and 256KB

• * 原因 *

バックアップまたはリストア処理に指定されたブロック化因数が、許容範囲内に収まっていません。

• * 是正措置 *

ブロック化因数を、 4~256KB の範囲で指定します。

NDMP に関するエラーメッセージです

ネットワーク通信エラー

• * メッセージ *

Network communication error

• * 原因 *

NDMP 3 ウェイ接続でのリモートテープとの通信に失敗しました。

• * 是正措置 *

リモートムーバーへのネットワーク接続を確認します。

読み取りソケットからのメッセージ： ERROR_STRING

• * メッセージ *

Message from Read Socket: error_string

• * 原因 *
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NDMP 3 ウェイ接続でのリモートテープからのリストア通信でエラーが発生しています。

• * 是正措置 *

リモートムーバーへのネットワーク接続を確認します。

Write Dirnet からのメッセージ： ERROR_STRING

• * メッセージ *

Message from Write Dirnet: error_string

• * 原因 *

NDMP 3 ウェイ接続でのリモートテープとのバックアップ通信でエラーが発生しています。

• * 是正措置 *

リモートムーバーへのネットワーク接続を確認します。

リードソケットが EOF を受信しました

• * メッセージ *

Read Socket received EOF

• * 原因 *

NDMP 3 ウェイ接続でリモートテープとの通信が試行されましたが、ファイルの終わりを示すマークに達
しました。ブロックサイズが大きいバックアップイメージから 3 ウェイリストアを試行している可能性が
あります。

• * 是正措置 *

正しいブロックサイズを指定して、リストア処理を再試行します。

ndmpd のバージョン番号が無効です : version_number

• * メッセージ *

ndmpd invalid version number: version_number

• * 原因 *

指定した NDMP バージョンがストレージシステムでサポートされていません。

• * 是正措置 *

NDMP バージョン 4 を指定します。
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ndmpd セッション session_ID がアクティブではありません

• * メッセージ *

ndmpd session session_ID not active

• * 原因 *

NDMP セッションが存在しない可能性があります。

• * 是正措置 *

を使用します ndmpd status コマンドを使用して、アクティブなNDMPセッションを表示します。

ボリューム volume_name の vol ref を取得できませんでした

• * メッセージ *

Could not obtain vol ref for Volume vol_name

• * 原因 *

ボリュームが他の処理で使用されている可能性があるため、ボリューム参照を取得できませんでした。

• * 是正措置 *

あとで処理を再試行します。

データ接続タイプ「 NDMP4_ADDR_TCP 」 | 「 NDMP4_ADDR_TCP_IPv6 」 ] は、「 IPv6 」 | 「 IPv4 」コントロール接続
ではサポートされていません

• * メッセージ *

Data connection type ["NDMP4_ADDR_TCP"|"NDMP4_ADDR_TCP_IPv6"] not supported

for ["IPv6"|"IPv4"] control connections

• * 原因 *

ノードを対象とした NDMP モードでは、確立された NDMP データ接続のネットワークアドレスのタイプ
（ IPv4 または IPv6 ）が NDMP 制御接続と同じである必要があります。

• * 是正措置 *

バックアップアプリケーションのベンダーにお問い合わせください。

Data Listen ： CAB データ接続の準備前提条件エラー

• * メッセージ *

DATA LISTEN: CAB data connection prepare precondition error

• * 原因 *
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バックアップアプリケーションが CAB 拡張を使用して NDMP サーバとネゴシエートし、
NDMP_CAB_DATA_CONN_PREPARE メッセージと NDMP_DATA_LISTEN メッセージ間で、指定された
NDMP データ接続のアドレスタイプの不一致を検出した場合は、 NDMP データのリスンが失敗します。

• * 是正措置 *

バックアップアプリケーションのベンダーにお問い合わせください。

Data connect ： CAB データ接続準備前提条件エラー

• * メッセージ *

DATA CONNECT: CAB data connection prepare precondition error

• * 原因 *

バックアップアプリケーションが CAB 拡張を使用して NDMP サーバとネゴシエートし、
NDMP_CAB_DATA_CONN_PREPARE メッセージと NDMP_DATA_CONNECT メッセージ間で、指定さ
れた NDMP データ接続のアドレスタイプの不一致を検出した場合は、 NDMP データ接続が失敗します。

• * 是正措置 *

バックアップアプリケーションのベンダーにお問い合わせください。

エラー： show failed ： cannot get password for user '<username>'

• * メッセージ *

Error: show failed: Cannot get password for user '<username>'

• * 原因 *

NDMP のユーザアカウント設定が完了していません

• * 是正措置 *

ユーザアカウントが SSH アクセス方法に関連付けられていて、認証方法がユーザパスワードであること
を確認します。

ダンプに関するエラーメッセージ

デスティネーションボリュームは読み取り専用です

• * メッセージ *

Destination volume is read-only

• * 原因 *

リストア処理の試行対象のパスが読み取り専用です。
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• * 是正措置 *

データを別の場所にリストアしてみてください。

デスティネーション qtree は読み取り専用です

• * メッセージ *

Destination qtree is read-only

• * 原因 *

リストアの試行対象の qtree が読み取り専用です。

• * 是正措置 *

データを別の場所にリストアしてみてください。

ボリュームでダンプが一時的に無効になっています。再試行して

• * メッセージ *

Dumps temporarily disabled on volume, try again

• * 原因 *

NDMPダンプバックアップは、の一部であるSnapMirrorデスティネーションボリュームで試行されます

snapmirror break または snapmirror resync 操作。

• * 是正措置 *

を待ちます snapmirror break または snapmirror resync 終了してダンプ処理を実行する処理。

SnapMirror デスティネーションボリュームの状態が読み取り / 書き込みから読み取り専
用、または読み取り専用から読み取り / 書き込みに変わったときは、必ずベースラインバッ
クアップを実行する必要があります。

NFS ラベルが認識されません

• * メッセージ *

Error: Aborting: dump encountered NFS security labels in the file system

• * 原因 *

NFSv4 4.2 が有効な場合、 ONTAP 9.9.1 以降では NFS セキュリティラベルがサポートされます。ただ
し、 NFS セキュリティラベルは現在ダンプエンジンで認識されていません。ファイル、ディレクトリ、
またはダンプ形式の特殊ファイルに NFS セキュリティラベルがあると、ダンプは失敗します。

• * 是正措置 *
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NFS セキュリティラベルが設定されているファイルやディレクトリがないことを確認します。

ファイルは作成されませんでした

• * メッセージ *

No files were created

• * 原因 *

拡張 DAR 機能を有効にしないで、ディレクトリ DAR が試行されました。

• * 是正措置 *

拡張 DAR 機能を有効にしてから、 DAR を再試行します。

ファイル < ファイル名 > のリストアに失敗しました

• * メッセージ *

Restore of the file file name failed

• * 原因 *

デスティネーションボリューム上の LUN と同じ名前のファイルの Direct Access Recovery （ DAR ）が実
行された場合、その DAR は失敗します。

• * 是正措置 *

ファイルの DAR を再試行します。

src inode <inode 番号 > …一時的に切り捨てが失敗しました

• * メッセージ *

Truncation failed for src inode <inode number>. Error <error number>. Skipping

inode.

• * 原因 *

ファイルのリストア時に、ファイルの inode が削除されます。

• * 是正措置 *

ボリューム上のリストア処理が完了するまで待機してから、そのボリュームを使用します。

ダンプに必要な Snapshot をロックできません

• * メッセージ *

Unable to lock a snapshot needed by dump
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• * 原因 *

バックアップに指定された Snapshot コピーが使用できません。

• * 是正措置 *

別の Snapshot コピーを指定してバックアップを再試行します。

を使用します snap list コマンドを実行して、使用可能なSnapshotコピーのリストを確認します。

ビットマップファイルが見つかりません

• * メッセージ *

Unable to locate bitmap files

• * 原因 *

バックアップ処理に必要なビットマップファイルが削除されている可能性があります。この場合、バック
アップを再開できません。

• * 是正措置 *

バックアップを再度実行します。

ボリュームが一時的な状態にあります

• * メッセージ *

Volume is temporarily in a transitional state

• * 原因 *

バックアップ対象のボリュームが一時的にマウント解除された状態になっています。

• * 是正措置 *

しばらく待ってから、もう一度バックアップを実行してください。

SMTape に関するエラーメッセージ

順序どおりにならないチャンク

• * メッセージ *

Chunks out of order

• * 原因 *

バックアップテープが正しい順序でリストアされていません。
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• * 是正措置 *

リストア処理を再試行し、正しい順序でテープを装填します。

チャンクフォーマットはサポートされていません

• * メッセージ *

Chunk format not supported

• * 原因 *

SMTape にバックアップイメージが含まれていません。

• * 是正措置 *

SMTape にバックアップイメージが含まれていない場合は、 SMTape バックアップを含むテープを使用し
て処理を再試行します。

メモリの割り当てに失敗しました

• * メッセージ *

Failed to allocate memory

• * 原因 *

システムのメモリが不足しています。

• * 是正措置 *

システムがあまりビジー状態でないときに、ジョブを再試行します。

データバッファを取得できませんでした

• * メッセージ *

Failed to get data buffer

• * 原因 *

ストレージシステムのバッファが不足しています。

• * 是正措置 *

ストレージシステムの処理がいくつか完了するのを待ってから、ジョブを再試行します。

Snapshot が見つかりませんでした

• * メッセージ *
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Failed to find snapshot

• * 原因 *

バックアップに指定された Snapshot コピーが使用できません。

• * 是正措置 *

指定した Snapshot コピーが使用可能かどうかを確認してください。表示されない場合は、正しい
Snapshot コピーを使用して再試行します。

Snapshot を作成できませんでした

• * メッセージ *

Failed to create snapshot

• * 原因 *

ボリュームにはすでに許容最大数の Snapshot コピーが含まれています。

• * 是正措置 *

いくつかの Snapshot コピーを削除してから、バックアップ処理を再試行します。

Snapshot をロックできませんでした

• * メッセージ *

Failed to lock snapshot

• * 原因 *

Snapshot コピーが使用中であるか、削除されています。

• * 是正措置 *

Snapshot コピーを別の処理で使用中の場合は、その処理が完了するのを待ってからバックアップを再試
行します。Snapshot コピーが削除されている場合は、バックアップを実行できません。

Snapshot を削除できませんでした

• * メッセージ *

Failed to delete snapshot

• * 原因 *

自動 Snapshot コピーは他の処理で使用中のため、削除できませんでした。

• * 是正措置 *
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を使用します snap コマンドを使用してSnapshotコピーのステータスを確認します。Snapshot コピー
が不要である場合は、手動で削除します。

最新の Snapshot を取得できませんでした

• * メッセージ *

Failed to get latest snapshot

• * 原因 *

ボリュームが SnapMirror によって初期化されているために、最新の Snapshot コピーが存在しない可能性
があります。

• * 是正措置 *

初期化が完了してから再試行してください。

新しいテープをロードできませんでした

• * メッセージ *

Failed to load new tape

• * 原因 *

テープドライブまたはメディアのエラーです。

• * 是正措置 *

テープを取り替えて、処理を再試行します。

テープの初期化に失敗しました

• * メッセージ *

Failed to initialize tape

• * 原因 *

このエラーメッセージは、次のいずれかの理由で表示されることがあります。

◦ SMTape にバックアップイメージが含まれていません。

◦ 指定したテープブロック化因数が正しくありません。

◦ テープが破損しています。

◦ リストア用の正しいテープが装填されていません。

• * 是正措置 *

◦ SMTape にバックアップイメージが含まれていない場合は、 SMTape バックアップを含むテープを使
用して処理を再試行します。
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◦ ブロック化因数が正しくない場合は、正しいブロック化因数を指定して処理を再試行します。

◦ テープが破損している場合は、リストア処理を実行できません。

◦ 間違ったテープが装填されている場合は、正しいテープを使用して処理を再試行します。

リストアストリームを初期化できませんでした

• * メッセージ *

Failed to initialize restore stream

• * 原因 *

このエラーメッセージは、次のいずれかの理由で表示されることがあります。

◦ SMTape にバックアップイメージが含まれていません。

◦ 指定したテープブロック化因数が正しくありません。

◦ テープが破損しています。

◦ リストア用の正しいテープが装填されていません。

• * 是正措置 *

◦ SMTape にバックアップイメージが含まれていない場合は、 SMTape バックアップを含むテープを使
用して処理を再試行します。

◦ ブロック化因数が正しくない場合は、正しいブロック化因数を指定して処理を再試行します。

◦ テープが破損している場合は、リストア処理を実行できません。

◦ 間違ったテープが装填されている場合は、正しいテープを使用して処理を再試行します。

バックアップイメージを読み取れませんでした

• * メッセージ *

Failed to read backup image

• * 原因 *

テープが破損しています。

• * 是正措置 *

テープが破損している場合は、リストア処理を実行できません。

イメージヘッダーがないか、破損しています

• * メッセージ *

Image header missing or corrupted

• * 原因 *
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テープに有効な SMTape バックアップが含まれていません。

• * 是正措置 *

有効なバックアップが含まれているテープを使用して再試行します。

内部アサーションです

• * メッセージ *

Internal assertion

• * 原因 *

SMTape 内部エラーがあります。

• * 是正措置 *

エラーを報告し、を送信します etc/log/backup テクニカルサポートにファイルを送信します。

バックアップイメージのマジック番号が無効です

• * メッセージ *

Invalid backup image magic number

• * 原因 *

SMTape にバックアップイメージが含まれていません。

• * 是正措置 *

SMTape にバックアップイメージが含まれていない場合は、 SMTape バックアップを含むテープを使用し
て処理を再試行します。

バックアップイメージのチェックサムが無効です

• * メッセージ *

Invalid backup image checksum

• * 原因 *

テープが破損しています。

• * 是正措置 *

テープが破損している場合は、リストア処理を実行できません。
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無効な入力テープです

• * メッセージ *

Invalid input tape

• * 原因 *

バックアップイメージのシグネチャがテープヘッダーで無効です。テープ内のデータが破損しているか、
テープに有効なバックアップイメージが含まれていません。

• * 是正措置 *

有効なバックアップイメージを指定して、リストアジョブを再試行します。

ボリュームパスが無効です

• * メッセージ *

Invalid volume path

• * 原因 *

バックアップ処理またはリストア処理に指定されたボリュームが見つかりません。

• * 是正措置 *

有効なボリュームパスとボリューム名を指定してジョブを再試行します。

バックアップセット ID が一致しません

• * メッセージ *

Mismatch in backup set ID

• * 原因 *

テープの変更時に装填されたテープが、バックアップセットに含まれるテープではありません。

• * 是正措置 *

正しいテープを装填して、ジョブを再試行します。

バックアップタイムスタンプが一致しません

• * メッセージ *

Mismatch in backup time stamp

• * 原因 *

テープの変更時に装填されたテープが、バックアップセットに含まれるテープではありません。
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• * 是正措置 *

を使用します smtape restore -h コマンドを使用して、テープのヘッダー情報を確認します。

シャットダウンが原因でジョブが中止されました

• * メッセージ *

Job aborted due to shutdown

• * 原因 *

ストレージシステムをリブートしています。

• * 是正措置 *

ストレージシステムのリブート後にジョブを再試行します。

Snapshot の自動削除が原因でジョブが中止されました

• * メッセージ *

Job aborted due to Snapshot autodelete

• * 原因 *

ボリュームに十分なスペースがないため、 Snapshot コピーの自動削除を実行できません。

• * 是正措置 *

ボリューム内のスペースを解放して、ジョブを再試行します。

テープは現在他の処理で使用されています

• * メッセージ *

Tape is currently in use by other operations

• * 原因 *

テープドライブが別のジョブで使用中です。

• * 是正措置 *

現在アクティブなジョブが完了してから、バックアップを再試行します。

テープの順序が切れています

• * メッセージ *

Tapes out of order
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• * 原因 *

リストア処理に使用する一連のテープの最初のテープに、イメージヘッダーがありません。

• * 是正措置 *

イメージヘッダーの付いたテープを装填して、ジョブを再試行します。

転送に失敗しました（ MetroCluster 処理が原因で中止されました）

• * メッセージ *

Transfer failed (Aborted due to MetroCluster operation)

• * 原因 *

スイッチオーバー処理またはスイッチバック処理が原因で、 SMTape 処理が中止されます。

• * 是正措置 *

スイッチオーバー処理またはスイッチバック処理が終了したあとに SMTape 処理を実行します。

転送に失敗しました（ ARL で中止）

• * メッセージ *

Transfer failed (ARL initiated abort)

• * 原因 *

SMTape 処理の実行中にアグリゲートの再配置を開始すると、 SMTape 処理が中止されます。

• * 是正措置 *

アグリゲートの再配置処理が終了したあとに SMTape 処理を実行します。

転送に失敗しました（ CFO が中止を開始）

• * メッセージ *

Transfer failed (CFO initiated abort)

• * 原因 *

CFO アグリゲートのストレージフェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）処理が原因で、
SMTape 処理が中止されます。

• * 是正措置 *

CFO アグリゲートのストレージフェイルオーバーが終了したあとに SMTape 処理を実行します。
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転送に失敗（ SFO によって中止が開始されました）

• * メッセージ *

Transfer failed (SFO initiated abort)

• * 原因 *

ストレージフェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）処理が原因で、 SMTape 処理が中止されま
す。

• * 是正措置 *

ストレージフェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）処理が終了したあとに SMTape 処理を実行
します。

移行の基盤となるアグリゲート

• * メッセージ *

Underlying aggregate under migration

• * 原因 *

移行（ストレージフェイルオーバーまたはアグリゲートの再配置）を実行中のアグリゲートで SMTape 処
理が開始されると、その SMTape 処理は失敗します。

• * 是正措置 *

アグリゲートの移行が終了したあとに SMTape 処理を実行します。

ボリュームは現在移動中です

• * メッセージ *

Volume is currently under migration

• * 原因 *

ボリューム移行と SMTape バックアップは同時に実行できません。

• * 是正措置 *

ボリューム移行が完了してから、バックアップジョブを再試行します。

ボリュームはオフラインです

• * メッセージ *

Volume offline

• * 原因 *
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バックアップ対象のボリュームがオフラインです。

• * 是正措置 *

ボリュームをオンラインに戻し、バックアップを再試行します。

ボリュームが制限されていません

• * メッセージ *

Volume not restricted

• * 原因 *

データのリストア先のデスティネーションボリュームが制限されていません。

• * 是正措置 *

ボリュームを制限して、リストア処理を再試行します。

NDMP の設定

NDMP 設定の概要

サードパーティ製バックアップアプリケーションを使用してデータをテープに直接バッ
クアップするには、 Network Data Management Protocol （ NDMP ；ネットワークデー
タ管理プロトコル）を使用するように ONTAP 9 クラスタを簡単に設定します。

バックアップアプリケーションがCluster Aware Backup（CAB）をサポートしている場合は、SVMを対象とし
たNDMPまたはノードを対象としたNDMPを設定できます。

• SVMを対象としたNDMPをクラスタ（管理SVM）レベルでは、クラスタの複数のノードでホストされてい
るすべてのボリュームをバックアップできます。可能であれば、SVMを対象としたNDMPを推奨します。

• ノードを対象としたNDMPを使用すると、そのノードでホストされているすべてのボリュームをバックア
ップできます。

バックアップアプリケーションがCABをサポートしていない場合は、ノードを対象としたNDMPを使用する必
要があります。

SVMを対象としたNDMPとノードを対象としたNDMPは相互に排他的であり、同じクラスタでは設定できませ
ん。

ノードを対象としたNDMPは、ONTAP 9で廃止されました。

の詳細を確認してください "クラスタ対応バックアップ（ CAB ）"。

NDMPを設定する前に、次の点を確認します。

• サードパーティ製バックアップアプリケーション（データ管理アプリケーションまたは DMA とも呼ばれ
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る）がある。

• クラスタ管理者である。

• テープデバイスとオプションのメディアサーバがインストールされている。

• テープデバイスがクラスタに直接接続ではなく Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）スイッチを介
して接続されている。

• 少なくとも 1 つのテープデバイスの Logical Unit Number （ LUN ；論理ユニット番号）が 0 である。

NDMP の設定ワークフロー

NDMP を使用したテープバックアップのセットアップでは、 NDMP 構成の準備、テー
プデバイスの接続の確認、テープ予約の有効化、 SVM またはノードレベルでの NDMP
の設定、クラスタでの NDMP の有効化、バックアップユーザの設定、 LIF の設定、バッ
クアップアプリケーションの設定を行います。
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NDMP 構成を準備

Network Data Management Protocol （ NDMP ；ネットワークデータ管理プロトコル）
を使用したテープバックアップアクセスを設定する前に、計画した構成がサポートされ
ていることを確認し、各ノードにテープドライブが認定ドライブとして表示されている
ことを確認し、すべてのノードにクラスタ間 LIF があることを確認する必要がありま
す。 また、バックアップアプリケーションが Cluster Aware Backup （ CAB ）拡張をサ
ポートしているかどうかを確認します。

手順

1. ONTAP のサポートについては、バックアップアプリケーションプロバイダの互換性マトリックスを参照
してください（ネットアップでは、ONTAP またはNDMPを使用したサードパーティ製バックアップアプ
リケーションのサポートは対象外です）。

次のネットアップコンポーネントに互換性があることを確認する必要があります。

◦ クラスタで実行されている ONTAP 9 のバージョン。

◦ バックアップアプリケーションのベンダーとバージョン。Veritas NetBackup 8.2やCommvaultなど。

◦ テープデバイスの詳細情報には、テープドライブのメーカー、モデル、インターフェイスなどが含ま
れます。たとえば、IBM Ultrium 8やHPE StoreEver Ultrium 30750 LTO-8などです。

◦ クラスタ内のノードのプラットフォーム。FAS8700やA400など。

バックアップアプリケーションの旧バージョンのONTAP 互換性サポートマトリックスは、
で確認できます https://["NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"^]。

2. 各ノードの組み込みのテープ構成ファイルにテープドライブが認定ドライブとしてリストされていること
を確認します。

a. コマンドラインインターフェイスで、を使用して組み込みのテープ構成ファイルを表示します

storage tape show-supported-status コマンドを実行します

cluster1::> storage tape show-supported-status

Node: cluster1-1

                                Is

Tape Drives                     Supported  Support Status

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

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

Certance Ultrium 2              true       Dynamically Qualified

Certance Ultrium 3              true       Dynamically Qualified

Digital DLT2000                 true       Qualified

b. テープドライブを出力に表示された認定ドライブのリストと比較します。
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出力に表示されるテープデバイスの名前は、デバイスラベルまたは Interoperability
Matrix に表示された名前と多少異なる場合があります。たとえば、 Digital DLT2000 は
DLT2k と表示されることもあります。このような小さな名前の違いは無視してかまいま
せん。

c. デバイスが Interoperability Matrix で認定されているにもかかわらず、出力に認定デバイスとしてリス
トされない場合は、NetApp Support Siteの手順に従って、デバイスの更新された構成ファイルをダウ
ンロードしてインストールします。

http://["ネットアップのダウンロード：テープデバイスの構成ファイル"]

ノードの出荷後にテープデバイスが認定された場合、認定デバイスが組み込みのテープ構成ファイルにリ
ストされていないことがあります。

3. クラスタ内のすべてのノードにクラスタ間 LIF があることを確認します。

a. を使用して、ノードのクラスタ間LIFを表示します network interface show -role

intercluster コマンドを実行します

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node

Port    Home

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

------- ----

cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1

e0a     true

b. クラスタ間LIFがいずれのノードにも存在しない場合は、を使用してクラスタ間LIFを作成します

network interface create コマンドを実行します
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cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif IC2 -role

intercluster

-home-node cluster1-2 -home-port e0b -address 192.0.2.68 -netmask

255.255.255.0

-status-admin up -failover-policy local-only -firewall-policy

intercluster

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node

Port    Home

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

------- ----

cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1

e0a     true

cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2

e0b     true

"Network Management の略"

4. バックアップアプリケーションに付属のドキュメントを参照して、バックアップアプリケーションが
Cluster Aware Backup （ CAB ）をサポートしているかどうかを確認します。

CAB のサポートは、実行できるバックアップの種類に影響する重要な要素です。

テープデバイスの接続を確認します

すべてのドライブとメディアチェンジャが ONTAP でデバイスとして認識されているこ
とを確認する必要があります。

手順

1. を使用して、すべてのドライブとメディアチェンジャに関する情報を表示します storage tape show
コマンドを実行します
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cluster1::> storage tape show

Node: cluster1-01

Device ID               Device Type     Description

Status

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

--------

sw4:10.11               tape drive      HP LTO-3

normal

0b.125L1                media changer   HP MSL G3 Series

normal

0d.4                    tape drive      IBM LTO 5 ULT3580

normal

0d.4L1                  media changer   IBM 3573-TL

normal

...

2. テープドライブが表示されない場合は、問題のトラブルシューティングを行います。

3. メディアチェンジャが表示されない場合は、を使用してメディアチェンジャに関する情報を表示します

storage tape show-media-changer コマンドを実行し、問題のトラブルシューティングを行いま
す。

cluster1::> storage tape show-media-changer

Media Changer: sw4:10.11L1

  Description: PX70-TL

         WWNN: 2:00a:000e11:10b919

         WWPN: 2:00b:000e11:10b919

Serial Number: 00FRU7800000_LL1

       Errors: -

Paths:

Node                      Initiator  Alias    Device State

Status

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

--------

cluster1-01               2b         mc0      in-use

normal

...
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テープ予約を有効にします

NDMP バックアップ処理のために、バックアップアプリケーションで使用するテープド
ライブが予約されていることを確認する必要があります。

このタスクについて

予約の設定はバックアップアプリケーションによって異なります。これらの設定は、バックアップアプリケー
ションおよび同じドライブを使用するノードまたはサーバと一致する必要があります。正しい予約設定につい
ては、バックアップアプリケーションのベンダーのドキュメントを参照してください。

手順

1. を使用して予約を有効にします options -option-name tape.reservations -option-value

persistent コマンドを実行します

次のコマンドは、で予約を有効にします persistent 値：

cluster1::> options -option-name tape.reservations -option-value

persistent

2 entries were modified.

2. を使用して、すべてのノードで予約が有効になっていることを確認します options

tape.reservations コマンドを入力し、出力を確認します。

cluster1::> options tape.reservations

cluster1-1

    tape.reservations                 persistent

cluster1-2

    tape.reservations                 persistent

2 entries were displayed.

SVM を対象とした NDMP を設定

クラスタで SVM を対象とした NDMP を有効化

DMAがCluster Aware Backup（CAB）拡張をサポートしている場合は、SVMを対象とし
たNDMPを有効にし、クラスタ（管理SVM）でNDMPサービスを有効にし、データ接続
と制御接続に使用するLIFを設定することで、クラスタの各ノードでホストされているす
べてのボリュームをバックアップできます。

必要なもの

DMA で CAB 拡張がサポートされている必要があります。

このタスクについて
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ノードを対象とした NDMP モードをオフにすると、クラスタで SVM を対象とした NDMP モードが有効にな
ります。

手順

1. を使用して、SVMを対象としたNDMPモードを有効にします system services ndmp コマンドにを指

定します node-scope-mode パラメータ

cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off

NDMP node-scope-mode is disabled.

2. を使用して、管理SVMでNDMPサービスを有効にします vserver services ndmp on コマンドを実行
します

cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1

認証タイプはに設定されます challenge デフォルトでは、プレーンテキスト認証は無効になっていま
す。

セキュアな通信のために、プレーンテキスト認証は無効にしておく必要があります。

3. を使用して、NDMPサービスが有効になっていることを確認します vserver services ndmp show コ
マンドを実行します

cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver       Enabled   Authentication type

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

cluster1      true      challenge

vs1           false     challenge

NDMP認証のバックアップユーザを有効にします

バックアップアプリケーションからSVMを対象としたNDMPを認証するには、十分な権
限を持つ管理ユーザとNDMPパスワードが必要です。

このタスクについて

バックアップ管理ユーザ用のNDMPパスワードを生成する必要があります。バックアップ管理者ユーザは、ク
ラスタレベルまたはSVMレベルで有効にすることができます。必要に応じて、新しいユーザを作成すること
もできます。デフォルトでは、次のロールを持つユーザがNDMPバックアップに対して認証できます。

• クラスタ全体： admin または backup

• 個 々 のSVM： vsadmin または vsadmin-backup

NISユーザまたはLDAPユーザを使用する場合は、それぞれのサーバ上にそのユーザが存在している必要があ
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ります。Active Directory ユーザは使用できません。

手順

1. 現在の管理者ユーザと権限を表示します。

security login show

2. 必要に応じて、を使用して新しいNDMPバックアップユーザを作成します security login create コ
マンドおよびクラスタ全体または個 々 のSVMの権限に該当するロール。

には、ローカルバックアップユーザの名前、またはNISまたはLDAPユーザの名前を指定できます -user

-or-group-name パラメータ

次に、バックアップユーザを作成するコマンドを示します backup_admin1 を使用 backup クラスタ全
体での役割：

cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1

-application ssh -authmethod password -role backup

次に、バックアップユーザを作成するコマンドを示します vsbackup_admin1 を使用 vsadmin-backup
個 々 のSVMのロール：

cluster1::> security login create -user-or-group-name vsbackup_admin1

-application ssh -authmethod password -role vsadmin-backup

新しいユーザのパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。

3. を使用して管理SVMのパスワードを生成します vserver services ndmp generate password コマ
ンドを実行します

生成されたパスワードは、バックアップアプリケーションによる NDMP 接続の認証で必要になります。

cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1

-user backup_admin1

 Vserver: cluster1

    User: backup_admin1

Password: qG5CqQHYxw7tE57g

LIFs を設定します

データとテープのリソース間のデータ接続、および管理 SVM とバックアップアプリケ
ーションの間の制御接続の確立に使用される LIF を特定する必要があります。LIF を特
定したら、それらの LIF に対してファイアウォールポリシーとフェイルオーバーポリシ
ーが設定されていることを確認し、優先インターフェイスロールを指定する必要があり
ます。

ONTAP 9.10.1以降では、ファイアウォールポリシーは廃止され、完全にLIFのサービスポリシーに置き換えら
れました。詳細については、を参照してください "ONTAP 9.6 以降の LIF とサービスポリシー"。
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手順

1. を使用して、クラスタ間LIF、クラスタ管理LIF、およびノード管理LIFを特定します network

interface show コマンドにを指定します -role パラメータ

次のコマンドは、クラスタ間 LIF を表示します。

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node

Port    Home

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

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

cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1

e0a     true

cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2

e0b     true

次のコマンドは、クラスタ管理 LIF を表示します。

cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node

Port    Home

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

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

cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2

e0M     true

次のコマンドは、ノード管理 LIF を表示します。
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cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node

Port    Home

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

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

cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1

e0M     true

            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2

e0M     true

2. クラスタ間 LIF 、クラスタ管理（ cluster-mgmt ） LIF 、およびノード管理（ node-mgmt ） LIF で NDMP
に対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します。

a. を使用して、NDMPに対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します

system services firewall policy show コマンドを実行します

次のコマンドは、クラスタ管理 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed

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

cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0

                         http       0.0.0.0/0

                         https      0.0.0.0/0

                        ** ndmp       0.0.0.0/0**

                         ndmps      0.0.0.0/0

                         ntp        0.0.0.0/0

                         rsh        0.0.0.0/0

                         snmp       0.0.0.0/0

                         ssh        0.0.0.0/0

                         telnet     0.0.0.0/0

10 entries were displayed.

次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

425



cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed

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

cluster1    intercluster dns        -

                         http       -

                         https      -

                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**

                         ndmps      -

                         ntp        -

                         rsh        -

                         ssh        -

                         telnet     -

9 entries were displayed.

次のコマンドは、ノード管理 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed

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

cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0

                         http       0.0.0.0/0, ::/0

                         https      0.0.0.0/0, ::/0

                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**

                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0

                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0

                         rsh        -

                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0

                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0

                         telnet     -

10 entries were displayed.

b. ファイアウォールポリシーが有効になっていない場合は、を使用してファイアウォールポリシーを有

効にします system services firewall policy modify コマンドにを指定します -service
パラメータ

次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを有効にします。

cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1

-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0

3. すべての LIF のフェイルオーバーポリシーが適切に設定されていることを確認します。
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a. クラスタ管理LIFのフェイルオーバーポリシーがに設定されていることを確認します broadcast-

domain-wide`をクリックし、クラスタ間LIFとノード管理LIFのポリシーがに設定されます

`local-only を使用します network interface show -failover コマンドを実行します

次のコマンドは、クラスタ管理 LIF 、クラスタ間 LIF 、およびノード管理 LIF のフェイルオーバーポ
リシーを表示します。

cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home              Failover

Failover

Vserver    Interface          Node:Port         Policy

Group

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

--------

cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only

cluster

                                                     Failover Targets:

                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide

Default**

                                                     Failover Targets:

                                                     .......

           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only

Default**

                                                     Failover Targets:

           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only

Default**

                                                     Failover Targets:

                                                     .......

**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only

Default**

                                                     Failover Targets:

                                                     ......

**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only

Default**

                                                     Failover Targets:

                                                     ......

a. フェイルオーバーポリシーが適切に設定されていない場合は、を使用してフェイルオーバーポリシー

を変更します network interface modify コマンドにを指定します -failover-policy パラメ
ータ
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cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1

-failover-policy local-only

4. を使用して、データ接続に必要なLIFを指定します vserver services ndmp modify コマンドにを指

定します preferred-interface-role パラメータ

cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred

-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt

5. を使用して、クラスタに優先インターフェイスロールが設定されていることを確認します vserver

services ndmp show コマンドを実行します

cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                             Vserver: cluster1

                        NDMP Version: 4

                        .......

                        .......

            Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-

mgmt

ノードを対象とした NDMP を設定

クラスタでノードを対象とした NDMP を有効にします

単一のノードでホストされているボリュームをバックアップするには、ノードを対象と
したNDMPを有効にし、NDMPサービスを有効にし、データ接続と制御接続に使用す
るLIFを設定します。これは、クラスタのすべてのノードに対して実行できます。

ノードを対象としたNDMPは、ONTAP 9で廃止されました。

このタスクについて

ノードスコープモードでNDMPを使用する場合、認証はノード単位で設定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 "サポート技術情報の記事「ノードスコープモードでNDMP認証を構成する方法」"。

手順

1. を使用して、ノードを対象としたNDMPモードを有効にします system services ndmp コマンドにを

指定します node-scope-mode パラメータ

cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on

NDMP node-scope-mode is enabled.
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2. を使用して、クラスタ内のすべてのノードでNDMPサービスを有効にします system services ndmp

on コマンドを実行します

ワイルドカード「 * 」を使用すると、すべてのノードで NDMP サービスが同時に有効になります。

バックアップアプリケーションによる NDMP 接続の認証でパスワードを指定する必要があります。

cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:

Confirm password:

2 entries were modified.

3. を無効にします -clear-text を使用してNDMPパスワードのセキュアな通信を行うためのオプション

system services ndmp modify コマンドを実行します

ワイルドカード"'を使用します*" disables the `-clear-text オプションをすべてのノードで同時
に選択できます。

cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false

2 entries were modified.

4. NDMPサービスとが有効になっていることを確認します -clear-text オプションはを使用して無効にし

ます system services ndmp show コマンドを実行します

cluster1::> system services ndmp show

Node                  Enabled   Clear text  User Id

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

cluster1-1            true      false        root

cluster1-2            true      false        root

2 entries were displayed.

LIF を設定

ノードとバックアップアプリケーションの間のデータ接続と制御接続の確立に使用され
る LIF を特定する必要があります。LIF を特定したら、その LIF に対してファイアウォ
ールポリシーとフェイルオーバーポリシーが設定されていることを確認する必要があり
ます。

ONTAP 9.10.1以降では、ファイアウォールポリシーは廃止され、完全にLIFのサービスポリシ
ーに置き換えられました。詳細については、を参照してください "LIF のファイアウォールポリ
シーを設定します"。

手順
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1. を使用して、ノードでホストされているクラスタ間LIFを特定します network interface show コマン

ドにを指定します -role パラメータ

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

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

------- ----

cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a

true

cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b

true

2. クラスタ間 LIF で NDMP に対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します。

a. を使用して、NDMPに対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します

system services firewall policy show コマンドを実行します

次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed

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

cluster1    intercluster dns        -

                         http       -

                         https      -

                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**

                         ndmps      -

                         ntp        -

                         rsh        -

                         ssh        -

                         telnet     -

9 entries were displayed.

b. ファイアウォールポリシーが有効になっていない場合は、を使用してファイアウォールポリシーを有

効にします system services firewall policy modify コマンドにを指定します -service
パラメータ

次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを有効にします。
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cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1

-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0

3. クラスタ間 LIF のフェイルオーバーポリシーが適切に設定されていることを確認します。

a. クラスタ間LIFのフェイルオーバーポリシーがに設定されていることを確認します local-only を使

用します network interface show -failover コマンドを実行します

cluster1::> network interface show -failover

            Logical          Home              Failover     Failover

Vserver     Interface        Node:Port         Policy       Group

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

cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only

Default**

                                                    Failover Targets:

                                                    .......

            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only

Default**

                                                    Failover Targets:

                                                    .......

cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default

                                                    Failover Targets:

                                                    .......

b. フェイルオーバーポリシーが適切に設定されていない場合は、を使用してフェイルオーバーポリシー

を変更します network interface modify コマンドにを指定します -failover-policy パラメ
ータ

cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1

-failover-policy local-only

バックアップアプリケーションを設定

クラスタで NDMP アクセスを設定したら、クラスタ構成から情報を収集し、バックアッ
プアプリケーションで残りのバックアッププロセスを設定する必要があります。

手順

1. ONTAP で前に設定した次の情報を収集します。

◦ バックアップアプリケーションで NDMP 接続を作成するために必要なユーザ名とパスワード

◦ バックアップアプリケーションからクラスタに接続するために必要なクラスタ間 LIF の IP アドレス

2. ONTAP で、を使用して、ONTAP が各デバイスに割り当てたエイリアスを表示します storage tape

alias show コマンドを実行します
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エイリアスを確認しておくと、バックアップアプリケーションの設定で役立つことがよくあります。

cluster1::> storage tape show -alias

  Device ID: 2a.0

Device Type: tape drive

Description: Hewlett-Packard LTO-5

Node                        Alias     Mapping

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

stsw-3220-4a-4b-02          st2       SN[HU19497WVR]

...

3. バックアップアプリケーションで、バックアップアプリケーションのドキュメントに従って残りのバック
アッププロセスを設定します。

完了後

ボリューム移動や LIF 移行などのデータ移動イベントが発生した場合に備えて、中断されたバックアップ処理
を再初期化できるように準備しておく必要があります。

NetApp Element ソフトウェアと ONTAP 間のレプリケーショ
ン

NetApp Element ソフトウェアと ONTAP 間のレプリケーションの概要

SnapMirror を使用して Element ボリュームの Snapshot コピーを ONTAP デスティネー
ションにレプリケートすることで、 Element システムのビジネス継続性を確保できま
す。これにより、 Element サイトで災害が発生した場合でも、 ONTAP システムからク
ライアントに引き続きデータを提供し、サービスのリストア後に Element システムを再
アクティブ化することができます。

ONTAP 9.4 以降では、 ONTAP ノードで作成した LUN の Snapshot コピーを Element システムにレプリケー
トして戻すことができます。これは、 Element サイトの停止中に LUN を作成した場合や、 LUN を使用して
ONTAP から Element ソフトウェアにデータを移行する場合に便利です。

以下の場合は、 Element から ONTAP へのバックアップを使用する必要があります。

• すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。

• System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）
を使用する必要がある。

• iSCSI を使用してクライアントにデータを提供している。

構成または概念の詳細な情報が必要な場合は、次のドキュメントを参照してください。

• Element の設定
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• SnapMirror の概念と設定

"データ保護の概要"

Element と ONTAP 間のレプリケーションについて

ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror を使用して Element ボリュームの Snapshot コピーを ONTAP デスティネ
ーションにレプリケートできます。これにより、 Element サイトで災害が発生した場合でも、 ONTAP シス
テムからクライアントに引き続きデータを提供し、サービスのリストア後に Element ソースボリュームを再
アクティブ化することができます。

ONTAP 9.4 以降では、 ONTAP ノードで作成した LUN の Snapshot コピーを Element システムにレプリケー
トして戻すことができます。これは、 Element サイトの停止中に LUN を作成した場合や、 LUN を使用して
ONTAP から Element ソフトウェアにデータを移行する場合に便利です。

データ保護関係のタイプ

SnapMirror には 2 種類のデータ保護関係があります。どちらのタイプでも、 SnapMirror は関係を初期化また
は更新する前に Element ソースボリュームの Snapshot コピーを作成します。

• a_disaster recovery （ DR ；ディザスタリカバリ） _data 保護関係では、 SnapMirror で作成された
Snapshot コピーのみがデスティネーションボリュームに格納されます。この Snapshot コピーから、プラ
イマリサイトで災害が発生した場合にデータの提供を継続できます。

• 長期保持のデータ保護関係では、 Element ソフトウェアで作成されたポイントインタイムの Snapshot コ
ピーと SnapMirror で作成された Snapshot コピーがデスティネーションボリュームに格納されます。たと
えば、 20 年にわたって毎月の Snapshot コピーを保持することができます。

デフォルトポリシー

SnapMirror を初めて起動すると、ソース・ボリュームからデスティネーション・ボリュームへの _ ベースラ
イン転送 _ が実行されます。SnapMirror ポリシー _ は、ベースラインおよび更新の内容を定義します。

データ保護関係を作成するときに、デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用できます。ポリシータイプ
は、対象となる Snapshot コピーおよび保持するコピー数を決定します。

次の表は、デフォルトのポリシーを示しています。を使用します MirrorLatest 従来のDR関係を作成する

ポリシー。を使用します MirrorAndVault または Unified7year ユニファイドレプリケーション関係を作
成するためのポリシー。同じデスティネーションボリュームにDRと長期保持を設定します。

ポリシー ポリシータイプ 動作を更新します

MirrorLatest 非同期ミラー SnapMirror で作成された Snapshot コピーが転送さ
れます。

MirrorAndVault の場合 ミラー - バックアップ SnapMirror で作成された Snapshot コピーと、前回
の更新後に作成された Snapshot コピーの
SnapMirror ラベルが「毎日」または「毎週」の場合
はそれよりも古い Snapshot コピーが転送されます。
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Unified7year ミラー - バックアップ SnapMirror で作成された Snapshot コピーと、前回
の更新後に作成された Snapshot コピーのうち
SnapMirror ラベルが「毎日」、「毎週」、または「
毎月」の Snapshot コピーが転送されます。

SnapMirror ポリシーの詳細な背景情報と使用するポリシーのガイダンスについては、を参照し
てください "データ保護"。

SnapMirror ラベルの概要

ポリシータイプが「 m mirror -vault 」のすべてのポリシーには、レプリケートする Snapshot コピーを
指定するルールが必要です。たとえば、「毎日」というルールは、「毎日」という SnapMirror ラベルが割り
当てられた Snapshot コピーだけを複製する必要があることを示します。SnapMirror ラベルは、 Element
Snapshot コピーの設定時に割り当てます。

Element ソースクラスタから ONTAP デスティネーションクラスタへのレプリケーション

SnapMirror を使用して、 Element ボリュームの Snapshot コピーを ONTAP デスティネーションシステムに
レプリケートできます。これにより、 Element サイトで災害が発生した場合でも、 ONTAP システムからク
ライアントに引き続きデータを提供し、サービスのリストア後に Element ソースボリュームを再アクティブ
化することができます。

Element ボリュームは ONTAP LUN とほぼ同じです。SnapMirror は、 Element ソフトウェアと ONTAP の間
のデータ保護関係の初期化時に、 Element ボリュームの名前を使用して LUN を作成します。Element から
ONTAP へのレプリケーションの要件を満たす既存の LUN がある場合は、その LUN にデータがレプリケート
されます。

レプリケーションルールは次のとおりです。

• ONTAP ボリュームに格納できるのは、 1 つの Element ボリュームのデータのみです。

• 1 つの ONTAP から複数の Element ボリュームにデータをレプリケートすることはできません。

ONTAP ソースクラスタから Element デスティネーションクラスタへのレプリケーション

ONTAP 9.4 以降では、 ONTAP システムで作成した LUN の Snapshot コピーを Element ボリュームにレプリ
ケートして戻すことができます。

• Element ソースと ONTAP デスティネーションの間にすでに SnapMirror 関係がある場合は、デスティネー
ションからデータを提供している間に作成された LUN はソースが再アクティブ化されたときに自動的に
レプリケートされます。

• SnapMirror 関係がない場合は、 ONTAP ソースクラスタと Element デスティネーションクラスタの間に
SnapMirror 関係を作成して初期化する必要があります。

レプリケーションルールは次のとおりです。

• レプリケーション関係には「 async 」タイプのポリシーが必要です。

「ミラー - ヴォールト」タイプのポリシーはサポートされていません。

• iSCSI LUN のみがサポートされます。
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• ONTAP ボリュームから Element ボリュームに複数の LUN をレプリケートすることはできません。

• ONTAP ボリュームから複数の Element ボリュームに LUN をレプリケートすることはできません。

前提条件

Element と ONTAP の間にデータ保護関係を設定するには、次の作業を完了しておく必要があります。

• Element クラスタで NetApp Element ソフトウェアバージョン 10.1 以降が実行されている必要がありま
す。

• ONTAP クラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている必要があります。

• ONTAP クラスタで SnapMirror のライセンスが有効になっている必要があります。

• Element クラスタと ONTAP クラスタに、予想されるデータ転送を処理できる十分な容量のボリュームを
設定しておく必要があります。

• 「 me-vault 」ポリシータイプを使用している場合は、 Element Snapshot コピーをレプリケートするよう
に SnapMirror ラベルが設定されている必要があります。

このタスクは、 Element ソフトウェアの Web UI でのみ実行できます。詳細については、
を参照してください "NetApp Element ソフトウェアのドキュメント"

• ポート 5010 を使用できることを確認しておく必要があります。

• デスティネーションボリュームの移動が必要となることが予想される場合は、ソースとデスティネーショ
ンの間にフルメッシュ接続が確立されていることを確認しておく必要があります。Element ソースクラス
タ上のすべてのノードが、 ONTAP デスティネーションクラスタ上のすべてのノードと通信できる必要が
あります。

サポートの詳細

次の表に、 Element から ONTAP へのバックアップのサポートの詳細を示します。

リソースまたは機能 サポートの詳細
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SnapMirror • SnapMirror のリストア機能はサポートされません。

• 。 MirrorAllSnapshots および XDPDefault ポリシーはサポートされま
せん。

• 「 vault 」ポリシータイプはサポートされていません。

• システム定義のルール「 all_source_snapshots 」はサポートされていませ
ん。

• 「 mirror vault 」ポリシータイプは、 Element ソフトウェアから ONTAP へ
のレプリケーションでのみサポートされます。ONTAP から Element ソフト
ウェアへのレプリケーションには「 async 」を使用します。

• 。 -schedule および -prefix のオプション snapmirror policy add-

rule はサポートされていません。

• 。 -preserve および -quick-resync のオプション snapmirror

resync はサポートされていません。

• ストレージ効率は維持されません。

• ファンアウト構成およびカスケード構成のデータ保護はサポートされませ
ん。

ONTAP • ONTAP Select は、 ONTAP 9.4 および Element 10.3 以降でサポートされま
す。

• Cloud Volumes ONTAP は、 ONTAP 9.5 および Element 11.0 以降でサポー
トされます。

要素（ Element ） • ボリュームサイズの上限は 8TiB です。

• ボリュームのブロックサイズは 512 バイトにする必要があります。4K バイ
トのブロックサイズはサポートされません。

• ボリュームサイズは 1MiB の倍数にする必要があります。

• ボリューム属性は維持されません。

• レプリケートされる Snapshot コピーの最大数は 30 です。

ネットワーク • 転送ごとに 1 つの TCP 接続を使用できます。

• Element ノードは IP アドレスとして指定する必要があります。DNS ホスト
名検索はサポートされません。

• IPspace はサポートされません。

SnapLock SnapLock ボリュームはサポートされません。

FlexGroup FlexGroup ボリュームはサポートされません。

SVM DR SVM DR 構成の ONTAP はサポートされません。

MetroCluster MetroCluster 構成の ONTAP はサポートされません。
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Element と ONTAP 間のレプリケーションのワークフロー

データを Element から ONTAP にレプリケートするか ONTAP から Element にレプリケ
ートするかに関係を設定し、ジョブスケジュールを設定してポリシーを指定し、関係を
作成して初期化する必要があります。デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用でき
ます。

このワークフローは、に記載された前提条件のタスクを完了していることを前提としています 前提条件
。SnapMirror ポリシーの詳細な背景情報と使用するポリシーのガイダンスについては、を参照してください "
データ保護"。
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Element ソフトウェアで SnapMirror を有効化
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Element クラスタで SnapMirror を有効化

レプリケーション関係を作成する前に、 Element クラスタで SnapMirror を有効にする
必要があります。このタスクは、 Element ソフトウェアの Web UI でのみ実行できま
す。

作業を開始する前に

• Element クラスタで NetApp Element ソフトウェアバージョン 10.1 以降が実行されている必要がありま
す。

• SnapMirror は、 NetApp ONTAP ボリュームで使用される Element クラスタに対してのみ有効にすること
ができます。

このタスクについて

Element システムの SnapMirror はデフォルトでは無効になっています。SnapMirror は、新規インストール時
やアップグレード時に自動的に有効になることはありません。

一度有効にした SnapMirror を無効にすることはできません。SnapMirror 機能を無効にしてデ
フォルト設定に戻すには、クラスタを工場出荷時のイメージに戻す必要があります。

手順

1. [ * クラスタ * ] 、 [ * 設定 * ] の順にクリックします。

2. クラスタ用の SnapMirror 設定を探します。

3. Enable SnapMirror * をクリックします。

Element ソースボリュームで SnapMirror を有効化

レプリケーション関係を作成する前に、 Element ソースボリュームで SnapMirror を有
効にする必要があります。このタスクは、 Element ソフトウェアの Web UI でのみ実行
できます。

作業を開始する前に

• Element クラスタで SnapMirror を有効にしておく必要があります。

• ボリュームのブロックサイズは 512 バイトにする必要があります。

• ボリュームが Element リモートレプリケーションに参加していない必要があります。

• ボリュームのアクセスタイプは「レプリケーションターゲット」にしないでください。

このタスクについて

以下の手順は、ボリュームがすでに存在することを前提としています。SnapMirror は、ボリュームを作成ま
たはクローニングするときに有効にすることもできます。

手順

1. [* 管理 > ボリューム *] をクリックします。

2. をクリックします  ボタンをクリックします。

3. ドロップダウンメニューで、 * Edit * を選択します。
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4. ボリュームの編集 * ダイアログで、 * SnapMirror を有効にする * を選択します。

5. [ 変更の保存 *] をクリックします。

SnapMirror エンドポイントを作成します

レプリケーション関係を作成する前に、 SnapMirror エンドポイントを作成する必要があ
ります。このタスクは、 Element ソフトウェアの Web UI でのみ実行できます。

作業を開始する前に

Element クラスタで SnapMirror を有効にしておく必要があります。

手順

1. [ * データ保護 * > * SnapMirror エンドポイント * ] をクリックします。

2. [ エンドポイントの作成 *] をクリックします。

3. Create a New Endpoint * ダイアログで、 ONTAP クラスタ管理 IP アドレスを入力します。

4. ONTAP クラスタ管理者のユーザ ID とパスワードを入力します。

5. [ エンドポイントの作成 *] をクリックします。

レプリケーション関係を設定

レプリケーションジョブスケジュールを作成

データを Element から ONTAP にレプリケートするか ONTAP から Element にレプリケ
ートするかに関係を設定し、ジョブスケジュールを設定してポリシーを指定し、関係を
作成して初期化する必要があります。デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用でき
ます。

を使用できます job schedule cron create レプリケーションジョブスケジュールを作成するコマンド。
ジョブスケジュールでは、スケジュールの割り当て先のデータ保護関係が SnapMirror によって自動的に更新
されるタイミングを決定します。

このタスクについて

ジョブスケジュールはデータ保護関係の作成時に割り当てます。ジョブスケジュールを割り当てない場合は、
関係を手動で更新する必要があります。

ステップ

1. ジョブスケジュールを作成します。

job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week

-day day_of_month -hour hour -minute minute

の場合 -month、 -dayofweek`および `-hour`を指定できます `all 毎月、曜日、および時間ごとに
ジョブを実行します。

ONTAP 9.10.1 以降では、ジョブスケジュールに SVM を追加できます。

job schedule cron create -name job_name -vserver Vserver_name -month month
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-dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute

次の例は、という名前のジョブスケジュールを作成します my_weekly 土曜日の午前3時に実行されま
す。

cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek

"Saturday" -hour 3 -minute 0

レプリケーションポリシーをカスタマイズします

カスタムレプリケーションポリシーを作成する

レプリケーション関係の作成時には、デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用でき
ます。カスタムのユニファイドレプリケーションポリシーの場合は、初期化と更新の際
に転送する Snapshot コピーを決定する 1 つ以上の rules を定義する必要があります。

関係のデフォルトポリシーが適切でない場合は、カスタムレプリケーションポリシーを作成できます。たとえ
ば、ネットワーク転送時にデータを圧縮したり、 Snapshot コピーを転送するための SnapMirror の試行回数
を変更したりできます。

このタスクについて

レプリケーションポリシーの _policy type_of によって、サポートされる関係のタイプが決まります。次の表
は、使用可能なポリシータイプを示しています。

ポリシータイプ 関係タイプ

非同期ミラー SnapMirror DR

ミラー - バックアップ ユニファイドレプリケーション

ステップ

1. カスタムレプリケーションポリシーを作成します。

snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-

mirror|mirror-vault -comment comment -tries transfer_tries -transfer-priority

low|normal -is-network-compression-enabled true|false

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。

ONTAP 9.5以降では、を使用して、SnapMirror Synchronous関係の共通のSnapshotコピースケジュールを

作成するスケジュールを指定できます -common-snapshot-schedule パラメータデフォルトでは、
SnapMirror Synchronous 関係の共通の Snapshot コピースケジュールは 1 時間です。SnapMirror
Synchronous 関係の Snapshot コピースケジュールの値は、 30 分から 2 時間までの範囲で指定できま
す。

次の例は、データ転送のためにネットワーク圧縮を有効にする、 SnapMirror DR 用のカスタムレプリケー
ションポリシーを作成します。
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cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy

DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression

enabled” -is-network-compression-enabled true

次の例は、ユニファイドレプリケーション用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified

-type mirror-vault

完了後

「 me-vault 」ポリシータイプの場合は、初期化および更新時に転送する Snapshot コピーを決定するルー
ルを定義する必要があります。

を使用します snapmirror policy show コマンドを入力して、SnapMirrorポリシーが作成されたことを確
認します。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。

ポリシーのルールを定義します

ポリシータイプが「 m mirror -vault 」のカスタムポリシーの場合、初期化および更
新時に転送する Snapshot コピーを決定するルールを少なくとも 1 つ定義する必要があ
ります。また、ポリシータイプが「ミラー - ヴォールト」のデフォルトポリシーのルー
ルを定義することもできます。

このタスクについて

ポリシータイプが「 m mirror -vault 」のすべてのポリシーには、レプリケートする Snapshot コピーを
指定するルールが必要です。たとえば、「 bi-monthly 」ルールは、 SnapMirror ラベルが「 bi-monthly 」に割
り当てられた Snapshot コピーだけをレプリケートする必要があることを指定します。SnapMirror ラベルは、
Element Snapshot コピーの設定時に割り当てます。

各ポリシータイプは、システム定義の 1 つ以上のルールに関連付けられます。これらのルールは、ポリシー
タイプの指定時にポリシーに自動的に割り当てられます。次の表は、システム定義のルールを示しています。

システム定義のルール ポリシータイプで使用されます 結果

sm_created async-mirror 、 mirror-vault のいず
れかです

SnapMirror で作成された Snapshot
コピーが初期化および更新の際に
転送されます。

毎日 ミラー - バックアップ SnapMirror ラベルが「毎日」のソ
ース上の新しい Snapshot コピーが
初期化および更新の際に転送され
ます。
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毎週 ミラー - バックアップ SnapMirror ラベルが「 weekly 」
のソース上の新しい Snapshot コピ
ーは、初期化および更新の際に転
送されます。

毎月 ミラー - バックアップ SnapMirror ラベルが「アース」の
新しい Snapshot コピーがソースに
転送され、初期化と更新が行われ
ます。

デフォルトポリシーまたはカスタムポリシーに対して、必要に応じて追加のルールを指定できます。例：

• をクリックします MirrorAndVault ポリシーの場合は、SnapMirrorラベルが「bi-monthly」のソー
スSnapshotコピーを照合する「bi-monthly」というルールを作成できます。

• 「 me-vault 」ポリシータイプのカスタムポリシーの場合は、「 bi-weekly 」というルールを作成し、ソー
ス上の Snapshot コピーと「 bi-weekly 」 SnapMirror ラベルを照合します。

ステップ

1. ポリシーのルールを定義します。

snapmirror policy add-rule -vserver SVM -policy policy_for_rule -snapmirror

-label snapmirror-label -keep retention_count

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、SnapMirrorラベルのルールを追加します bi-monthly をデフォルトに設定します

MirrorAndVault ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy

MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6

次の例は、SnapMirrorラベルのルールを追加します bi-weekly カスタムに my_snapvault ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy

my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26

次の例は、SnapMirrorラベルのルールを追加します app_consistent カスタムに Sync ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync

-snapmirror-label app_consistent -keep 1

この SnapMirror ラベルに一致する Snapshot コピーをソースクラスタからレプリケートできます。
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cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot

snapshot1 -snapmirror-label app_consistent

レプリケーション関係を作成

Element ソースから ONTAP デスティネーションへの関係を作成します

プライマリストレージのソースボリュームとセカンダリストレージのデスティネーショ
ンボリュームの関係は、「 a_data 保護関係 _ 」と呼ばれます。を使用できます

snapmirror create コマンドを使用して、ElementソースからONTAP デスティネー
ション、またはONTAP ソースからElementデスティネーションへのデータ保護関係を作
成します。

SnapMirror を使用して、 Element ボリュームの Snapshot コピーを ONTAP デスティネーションシステムに
レプリケートできます。これにより、 Element サイトで災害が発生した場合でも、 ONTAP システムからク
ライアントに引き続きデータを提供し、サービスのリストア後に Element ソースボリュームを再アクティブ
化することができます。

作業を開始する前に

• レプリケートするボリュームを含む Element ノードから ONTAP にアクセスできるようにしておく必要が
あります。

• Element ボリュームの SnapMirror レプリケーションを有効にしておく必要があります。

• 「 me-vault 」ポリシータイプを使用している場合は、 Element Snapshot コピーをレプリケートするよう
に SnapMirror ラベルが設定されている必要があります。

このタスクは、 Element ソフトウェアの Web UI でのみ実行できます。詳細については、
を参照してください https://["Element のドキュメント"]。

このタスクについて

Elementソースパスはの形式で指定する必要があります hostip:/lun/name`ここで、「LUN」は実際の文字

列「LUN」およびです `name は、Elementボリュームの名前です。

Element ボリュームは ONTAP LUN とほぼ同じです。SnapMirror は、 Element ソフトウェアと ONTAP の間
のデータ保護関係の初期化時に、 Element ボリュームの名前を使用して LUN を作成します。Element ソフト
ウェアから ONTAP へのレプリケーションの要件を満たす既存の LUN がある場合は、その LUN にデータがレ
プリケートされます。

レプリケーションルールは次のとおりです。

• ONTAP ボリュームに格納できるのは、 1 つの Element ボリュームのデータのみです。

• 1 つの ONTAP から複数の Element ボリュームにデータをレプリケートすることはできません。

ONTAP 9.3 以前では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 251 個で
す。ONTAP 9.4 以降では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 1019 個で
す。
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ステップ

1. デスティネーションクラスタから、 Element ソースから ONTAP デスティネーションへのレプリケーショ
ン関係を作成します。

snapmirror create -source-path hostip:/lun/name -destination-path SVM:volume

|cluster://SVM/volume -type XDP -schedule schedule -policy policy

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、デフォルトのを使用して、SnapMirror DR関係を作成します MirrorLatest ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily

-policy MirrorLatest

次の例は、デフォルトを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します MirrorAndVault
ポリシー：

cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily

-policy MirrorAndVault

次の例は、を使用してユニファイドレプリケーション関係を作成します Unified7year ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily

-policy Unified7year

次の例は、カスタムのを使用してユニファイドレプリケーション関係を作成します my_unified ポリシ
ー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily

-policy my_unified

完了後

を使用します snapmirror show コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。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。

ONTAP ソースから Element デスティネーションへの関係を作成します

ONTAP 9.4 以降では、 SnapMirror を使用して、 ONTAP ソースで作成した LUN の
Snapshot コピーを Element デスティネーションにレプリケートできます。LUN を使用
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して ONTAP から Element ソフトウェアにデータを移行することができます。

作業を開始する前に

• Element デスティネーションノードから ONTAP にアクセスできるようにしておく必要があります。

• Element ボリュームの SnapMirror レプリケーションを有効にしておく必要があります。

このタスクについて

Elementのデスティネーションパスはの形式で指定する必要があります hostip:/lun/name`ここで、「

LUN」は実際の文字列「LUN」およびです `name は、Elementボリュームの名前です。

レプリケーションルールは次のとおりです。

• レプリケーション関係には「 async 」タイプのポリシーが必要です。

デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用できます。

• iSCSI LUN のみがサポートされます。

• ONTAP ボリュームから Element ボリュームに複数の LUN をレプリケートすることはできません。

• ONTAP ボリュームから複数の Element ボリュームに LUN をレプリケートすることはできません。

ステップ

1. ONTAP ソースから Element デスティネーションへのレプリケーション関係を作成します。

snapmirror create -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination

-path hostip:/lun/name -type XDP -schedule schedule -policy policy

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、デフォルトのを使用して、SnapMirror DR関係を作成します MirrorLatest ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst

-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily

-policy MirrorLatest

次の例は、カスタムのを使用してSnapMirror DR関係を作成します my_mirror ポリシー：

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst

-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily

-policy my_mirror

完了後

を使用します snapmirror show コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。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。
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レプリケーション関係を初期化

すべての関係タイプでは、初期化の際に baseline transfer： ソースボリュームの
Snapshot コピーが作成され、その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。

作業を開始する前に

• レプリケートするボリュームを含む Element ノードから ONTAP にアクセスできるようにしておく必要が
あります。

• Element ボリュームの SnapMirror レプリケーションを有効にしておく必要があります。

• 「 me-vault 」ポリシータイプを使用している場合は、 Element Snapshot コピーをレプリケートするよう
に SnapMirror ラベルが設定されている必要があります。

このタスクについて

Elementソースパスはの形式で指定する必要があります hostip:/lun/name`ここで、「LUN」は実際の文字

列「LUN」およびです `name は、Elementボリュームの名前です。

初期化には時間がかかる場合があります。ベースライン転送はオフピークの時間帯に実行することを推奨しま
す。

ONTAP ソースから Element デスティネーションへの関係の初期化に何らかの理由で失敗した
場合は、問題（無効な LUN 名など）を修正したあとも初期化が失敗します。回避策は次のとお
りです。

1. 関係を削除します。

2. Element デスティネーションボリュームを削除します。

3. 新しい Element デスティネーションボリュームを作成

4. ONTAP ソースから Element デスティネーションボリュームへの新しい関係を作成して初期
化します。

ステップ

1. レプリケーション関係を初期化します。

snapmirror initialize -source-path hostip:/lun/name -destination-path

SVM:volume|cluster://SVM/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、ソースボリューム間の関係を初期化します 0005 （IPアドレス10.0.0.11、デスティネーション

ボリューム volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst
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SnapMirror DR デスティネーションボリュームからのデータの提供

デスティネーションボリュームを書き込み可能にします

災害によって SnapMirror DR 関係のプライマリサイトが機能しなくなった場合は、シス
テム停止を最小限に抑えてデスティネーションボリュームからデータを提供できます。
プライマリサイトでサービスが復旧したら、ソースボリュームを再アクティブ化できま
す。

デスティネーションボリュームからクライアントにデータを提供する前に、そのボリュームを書き込み可能に

する必要があります。を使用できます snapmirror quiesce デスティネーションへのスケジュールされた

転送を停止するコマンドを使用します snapmirror abort 実行中の転送を停止するコマンド、および

snapmirror break デスティネーションを書き込み可能にするコマンド。

このタスクについて

Elementソースパスはの形式で指定する必要があります hostip:/lun/name`ここで、「LUN」は実際の文字

列「LUN」およびです `name は、Elementボリュームの名前です。

手順

1. デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止します。

snapmirror quiesce -source-path hostip:/lun/name -destination-path SVM:volume

|cluster://SVM/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、ソースボリューム間のスケジュールされた転送を停止します 0005 （IPアドレス10.0.0.11、デ

スティネーションボリューム volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst

2. デスティネーションへの実行中の転送を停止します。

snapmirror abort -source-path hostip:/lun/name -destination-path SVM:volume

|cluster://SVM/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、ソースボリューム間の実行中の転送を停止します 0005 （IPアドレス10.0.0.11、デスティネー

ションボリューム volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst

3. SnapMirror DR 関係を解除します。
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snapmirror break -source-path hostip:/lun/name -destination-path SVM:volume

|cluster://SVM/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、ソースボリューム間の関係を解除します 0005 （IPアドレス10.0.0.11、デスティネーションボ

リューム volA_dst オン svm_backup デスティネーションボリュームを指定します volA_dst オン

svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst

データアクセス用のデスティネーションボリュームを設定

デスティネーションボリュームを書き込み可能にしたあとで、データにアクセスできる
ようにそのボリュームを設定する必要があります。SAN ホストは、ソースボリュームが
再アクティブ化されるまでの間、デスティネーションボリュームのデータにアクセスで
きます。

1. Element LUN を適切なイニシエータグループにマッピングします。

2. SAN ホストイニシエータから SAN LIF への iSCSI セッションを作成します。

3. SAN クライアントで、ストレージの再スキャンを実行して接続された LUN を検出します。

元のソースボリュームを再有効化

デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、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で元のデータ保護関係を再確立できます。

このタスクについて

以下の手順は、元のソースボリュームにあるベースラインが損なわれていないことを前提としています。ベー
スラインが損なわれている場合は、手順を実行する前に、データの提供元のボリュームと元のソースボリュー
ムの間の関係を作成して初期化する必要があります。

Elementソースパスはの形式で指定する必要があります hostip:/lun/name`ここで、「LUN」は実際の文字

列「LUN」およびです `name は、Elementボリュームの名前です。

ONTAP 9.4 以降では、 ONTAP デスティネーションからデータを提供している間に作成された LUN の
Snapshot コピーは Element ソースが再アクティブ化されたときに自動的にレプリケートされます。

レプリケーションルールは次のとおりです。

• iSCSI LUN のみがサポートされます。

• ONTAP ボリュームから Element ボリュームに複数の LUN をレプリケートすることはできません。

• ONTAP ボリュームから複数の Element ボリュームに LUN をレプリケートすることはできません。

手順
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1. 元のデータ保護関係を削除します。

snapmirror delete -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination

-path hostip:/lun/name -policy policy

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、元のソースボリューム間の関係を削除します。 0005 IPアドレス10.0.0.11、およびデータの提

供元のボリューム volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst

2. 元のデータ保護関係を反転します。

snapmirror resync -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination

-path hostip:/lun/name -policy policy

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。

再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピ
ークの時間帯に実行することを推奨します。

次の例は、元のソースボリューム間の関係を反転します。 0005 IPアドレス10.0.0.11、およびデータの提

供元のボリューム volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest

3. 反転した関係を更新します。

snapmirror update -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination

-path hostip:/lun/name

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。

ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは

失敗します。使用 snapmirror initialize 関係を再初期化してください。

次の例は、データの提供元のボリューム間の関係を更新します。 volA_dst オン svm_backup`および元

のソースボリューム `0005 IPアドレス10.0.0.11の場合：

cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005

4. 反転した関係のスケジュールされた転送を停止します。
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snapmirror quiesce -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination

-path hostip:/lun/name

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、データの提供元のボリューム間のスケジュールされた転送を停止します。 volA_dst オン

svm_backup`および元のソースボリューム `0005 IPアドレス10.0.0.11の場合：

cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005

5. 反転した関係の実行中の転送を停止します。

snapmirror abort -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination

-path hostip:/lun/name

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、データの提供元のボリューム間の実行中の転送を停止します。 volA_dst オン svm_backup`

および元のソースボリューム `0005 IPアドレス10.0.0.11の場合：

cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005

6. 反転した関係を解除します。

snapmirror break -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination

-path hostip:/lun/name

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、データの提供元のボリューム間の関係を解除します。 volA_dst オン svm_backup`および元

のソースボリューム `0005 IPアドレス10.0.0.11の場合：

cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005

7. 反転したデータ保護関係を削除します。

snapmirror delete -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination

-path hostip:/lun/name -policy policy

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、元のソースボリューム間の反転した関係を削除します。 0005 IPアドレス10.0.0.11、およびデ

ータの提供元のボリューム volA_dst オン svm_backup：
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cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst

-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest

8. 元のデータ保護関係を再確立します。

snapmirror resync -source-path hostip:/lun/name -destination-path

SVM:volume|cluster://SVM/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、元のソースボリューム間の関係を再確立します。 0005 IPアドレス10.0.0.11、元のデスティネ

ーションボリューム volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst

完了後

を使用します snapmirror show コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。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。

レプリケーション関係を手動で更新

ネットワークエラーによって更新が失敗した場合は、レプリケーション関係を手動で更
新しなければならないことがあります。

このタスクについて

Elementソースパスはの形式で指定する必要があります hostip:/lun/name`ここで、「LUN」は実際の文字

列「LUN」およびです `name は、Elementボリュームの名前です。

手順

1. レプリケーション関係を手動で更新します。

snapmirror update -source-path hostip:/lun/name -destination-path SVM:volume

|cluster://SVM/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。

ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは

失敗します。使用 snapmirror initialize 関係を再初期化してください。

次の例は、ソースボリューム間の関係を更新します 0005 （IPアドレス10.0.0.11、デスティネーションボ

リューム volA_dst オン svm_backup：
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cluster_src::> snapmirror update -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-destination-path svm_backup:volA_dst

レプリケーション関係を再同期

デスティネーションボリュームを書き込み可能にしたあと、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 コピーが存在しないために更新が失敗した
あと、または関係のレプリケーションポリシーを変更した場合には、レプリケーション
関係の再同期が必要です。

このタスクについて

再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピーク
の時間帯に実行することを推奨します。

Elementソースパスはの形式で指定する必要があります hostip:/lun/name`ここで、「LUN」は実際の文字

列「LUN」およびです `name は、Elementボリュームの名前です。

ステップ

1. ソースボリュームとデスティネーションボリュームを再同期します。

snapmirror resync -source-path hostip:/lun/name -destination-path SVM:volume

|cluster://SVM/volume -type XDP -schedule schedule -policy policy

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、ソースボリューム間の関係を再同期します 0005 （IPアドレス10.0.0.11、デスティネーション

ボリューム volA_dst オン svm_backup：

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005

-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
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