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SnapDrive snap restore コマンドの使用に必要な
情報
Snapshot コピーをリストアするには、リストアするストレージエンティティを決定し、
Snapshot コピーの名前を指定します。
次の表に、 SnapDrive snap restore コマンドの使用時に入力する必要がある情報を示します。
要件 / オプション

引数

リストアするストレージエンティティのタイプを決
定し、該当する引数を指定してそのエンティティの
名前を入力します。

LUN （ -lun_file_se_c ）

• リストア対象のホスト・ボリュームまたはファイ
ル・システムを指定すると、指定した引数は、こ
の引数を含むディスク・グループに変換されま
す。SnapDrive for UNIX を使用すると、ディスク
・グループ全体がリストアされます。SnapDrive
for UNIX では、これらのディスク・グループ内の
ホスト・ボリュームのファイルシステムをフリー
ズし、これらのディスク・グループの LUN を含
むすべてのストレージ・システム・ボリュームの
Snapshot コピーを作成します。
• NFS マウントポイントであるファイル仕様を指
定した場合、引数はディレクトリツリーに変換さ
れます。SnapDrive for UNIX では、 NFS ディレ
クトリツリーまたはファイルのみがリストアされ
ます。ディレクトリツリー内で、 SnapDrive for
UNIX を使用すると、 Snapshot コピーの作成後
に作成した新しい NFS ファイルまたはディレク
トリがすべて削除されます。これにより、リスト
アされたディレクトリツリーの状態が、ツリーの
Snapshot コピー作成時と同じになります。
• LUN をリストアすると、 SnapDrive for UNIX に
よって指定した LUN がリストアされます。
• LUN で直接作成されたファイルシステムをリス
トアする場合、 SnapDrive for UNIX によって
LUN とファイルシステムがリストアされます。
• Snapshot コピーに、複数のストレージシステム
ボリュームにまたがるストレージエンティティが
含まれている場合、その Snapshot コピー内の任
意のエンティティをリストアできます。
LUN の名前。ストレージシステム、ボリューム、お
よび LUN の名前を含める必要があります。 _

ディスク・グループ（ dg_file_spec_c ）またはボリ
ューム・グループ（ g-vg_file_spec_` ）
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要件 / オプション

引数

_name には、ディスクまたはボリュームグループの
名前を指定します

ファイルシステム (-fs_file_spec_)

_ ファイルシステムの _ 名

ファイル (-file_file_spec_)

_ NFS ファイルの _ 名

ホスト・ボリューム (-hostvol_file_spec_) また
は論理ボリューム (-lvol_file_spec_)
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要件 / オプション

引数

_ ホストまたは論理ボリュームの名前要求されたボリ
ュームとそのボリュームが含まれているディスクグ
ループの両方を指定する必要があります。たとえ
ば、 -hostvol dg3/acct_volume._ のように指定します

Snapshot コピーの名前を指定します。ローカル・ホ
ストに現在存在するコマンドプロンプトで指定した
引数のいずれかが file_dspec` である場合は ' 短い形
式の Snapshot コピー名を使用できます
ホストに _file_name 引数が存在しない場合は、
Snapshot コピー名の長い形式を使用して、ストレー
ジ・システム名、ボリューム名、 Snapshot コピー名
を入力する必要があります。Snapshot コピーに長い
名前を使用していて、コマンドプロンプトでパス名
がストレージシステムやストレージボリュームの情
報と一致しない場合、 SnapDrive for UNIX は失敗し
ます。次に、長い Snapshot コピー名の例を示しま
す。「 big_filer ： /vol/account_vol ：
snap_20031115`
場合によっては 'FILE_spec' 引数で指定された値がホ
スト上に存在しない可能性がありますたとえば ' ファ
イル・システムをアンマウントした場合や ' エクスポ
ート ' 移植解除 ' または削除によってディスク・グル
ープを削除した場合でも ' そのファイル・システムま
たはディスク・グループは 'file_spec' 引数の値になる
可能性がありますただし、存在しない値とみなされ
ます。SnapDrive for UNIX では ' 存在しない
file_spec の Snapshot コピーをリストアできます
が ' 長い Snapshot コピー名を使用する必要がありま
す
SnapDrive for UNIX では、複数のストレージ・シス
テムおよびボリュームにまたがる Snapshot コピーを
リストアする際に、存在しない「 FILE_spec 」引数
を使用すると、コマンド・ラインで不整合が発生す
ることがあります。既存の _file_spec 引数は許可
されません複数のストレージシステムの Snapshot コ
ピーからストレージエンティティを 1 つだけリスト
アする場合は、ストレージエンティティが含まれて
いるストレージシステムと同じストレージシステム
上に指定する必要はありません。
同じ Snapshot コピー名の省略形を使用すると、スト
レージ・システムおよびストレージ・システム・ボ
リューム名は省略されるため、「 snap_20031115 」
と表示されます

Snapshot コピー名（ snapname ）

snap_name
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要件 / オプション

引数

「 mysnap1` 」のような短い名前、またはストレージ `-reserve
・システム名、ボリューム名、 Snapshot コピー名を
含む長い名前のどちらかです。
一般的には、短縮名を使用することを推奨します。
引数 file_spec が存在しない場合 : つまり ' ホスト
上に存在しない場合 'file_spec' 引数の説明を参照して
くださいそのあとで、 Snapshot コピーに長い名前を
使用する必要があります。
-noreserve `
オプション： Snapshot コピーのリストア時に
SnapDrive for UNIX でスペースリザベーションを作
成する場合

「 -force 」を使用します

~

-noprompt`

~

オプション：既存の Snapshot コピーを上書きするか
どうかを指定します。このオプションを指定しない
と、既存の Snapshot コピーの名前を指定した場合に
処理が停止します。このオプションで既存の
Snapshot コピーの名前を指定すると、 Snapshot コ
ピーを上書きするかどうかの確認を求められま
す。SnapDrive for UNIX がプロンプトを表示しない
ようにするには '-nofrt' オプションも指定します(
-noprompt` オプションを使用する場合は '-force オプ
ションを常に指定する必要があります ) 最後の
Snapshot コピー以降に構成が変更されたディスクグ
ループをリストアする場合は、コマンドプロンプト
で -force オプションを指定する必要があります。た
とえば、 Snapshot コピー作成後にディスク上のデー
タのストライピング方法を変更した場合は、 -force
オプションを追加する必要があります。「 -force 」
オプションを指定しない場合、この操作は失敗しま
す。このオプションを使用すると '-noprompt' オプシ
ョンを指定しない限り ' 操作を続行するかどうかを確
認するメッセージが表示されます
LUN を追加または削除した場合は 'force オプションを指定しても ' リスト
ア処理に失敗します

-deviceType
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~

要件 / オプション

引数

オプション： SnapDrive for UNIX の処理に使用する mntotts.
デバイスのタイプを指定します。これは ' ホスト・ク
ラスタ全体としての LUN' ディスク・グループ ' ファ
イル・システムの範囲を指定する「共有」または
LUN ' ディスク・グループ ' ファイル・システムの範
囲をローカルとして指定する「専用」のいずれかで
す
--deviceType 専用オプションを指定した場合は 'UNIX
用の SnapDrive 2.1 で現在サポートされている
SnapDrive restore connect コマンドのすべてのオプ
ションが常に使用されているようになります
ホスト・クラスタ内の任意の非マスター・ノードか
ら -deviceType shared オプションを指定して
SnapDrive restore connect コマンドを開始した場合 '
コマンドはマスター・ノードに出荷され ' 実行されま
すこれを実現するには、 root ユーザの「 rsh 」また
は「パスワードなしのアクセス」プロンプトが、ホ
ストクラスタ内のすべてのノードに対して設定され
ている必要があります。
~

• オプション： * ファイルシステムを作成する場合
は、次のオプションを指定できます。
• ホスト・マウント・コマンドに渡すオプションを
指定するには '-mntopts' を使用します（たとえば
' ホスト・システム・ロギング動作を指定する場
合）指定したオプションは、ホストファイルシス
テムのテーブルファイルに保存されます。使用で
きるオプションは、ホストファイルシステムのタ
イプによって異なります。
• 引数「 --mntopts_` 」は、 mount コマンドの「 -o
」フラグで指定されたファイルシステムの「
-type 」オプションです。引数「 --mntopts_` 」
に「 -o 」フラグを含めないでください。たとえ
ば、シーケンス -mntopts tmplog は、文字列「 -o
tmplog 」を「 m ount 」コマンドに渡し、テキス
ト tmplog を新しいコマンドラインに挿入しま
す。
ストレージおよびスナップ操作に
無効な '--mntopts_' オプションを渡
した場合 'UNIX 用 SnapDrive はこ
れらの無効なマウントオプション
を検証しません
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