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MetroClusterのデータ保護およびディザスタ リカバリの概
要

MetroClusterでデータ保護と障害からの透過的なリカバリが実装される仕組みを理解することで、ス
イッチオーバーとスイッチバックの作業を簡単かつ効率的に実施できます。

MetroClusterは、ミラーリングを使⽤してクラスタ内のデータを保護します。ディザスタ リカバリ
は1つのMetroClusterコマンドで実装されます。このコマンドは、サバイバー サイトのセカンダリをア
クティブ化して、災害の影響を受けたプライマリ サイトが本来所有していた、ミラーリングされた
データを提供できるようにします。

8ノード / 4ノードMetroCluster構成でのローカル フェイルオーバーとスイッ
チオーバー

8ノード / 4ノードMetroCluster構成では、ローカル レベルとクラスタ レベルの両⽅でデータが保護され
ます。MetroCluster構成をセットアップする場合は、MetroCluster構成がどのようにデータを保護するか
を理解しておく必要があります。

MetroCluster構成は、物理的に分離され、ミラーされた2つのクラスタを使⽤することでデータを保護
します。各クラスタで、もう⼀⽅のクラスタのデータおよびStorage Virtual Machine（SVM）の設定が同
期的にミラーされます。⼀⽅のサイトで災害が発⽣すると、管理者は、ミラーされたSVMをアクティ
ブ化し、サバイバー サイトからミラーされたデータの提供を開始することができます。さらに、各ク
ラスタ内のノードはHAペアとして構成されているため、ローカル フェイルオーバーも可能になりま
す。

MetroCluster構成でのローカルのHAデータ保護の仕組み
MetroCluster構成でのHAペアの仕組みを理解する必要があります。

ピア ネットワークにある2つのクラスタは、それぞれがもう⼀⽅のクラスタのソース クラスタまた
はバックアップ クラスタになることで、双⽅向のディザスタ リカバリを実現します。各クラスタ
は、HAペアとして構成された2つのノードで構成されます。

次の図はMetroCluster FC構成を⺬しています。HA機能は、HAインターコネクトがクラスタ スイッチで
確⽴されている点を除いて、MetroCluster IP構成と同じです。
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関連情報
ハイアベイラビリティ構成ガイド

MetroCluster構成でのデータと設定のレプリケーション
MetroCluster構成では、各種のONTAP機能を使⽤して、2つのMetroClusterサイトの間でデータと設定の同
期レプリケーションが⾏われます。

設定レプリケーション サービスによる設定の保護
ONTAPのConfiguration Replication Service（CRS;設定レプリケーション サービス）は、DRパートナーに情
報を⾃動的にレプリケートしてMetroCluster構成を保護します。

CRSは、ローカル ノードの設定をパートナー クラスタのDRパートナーに同期的にレプリケートしま
す。このレプリケーションは、クラスタ ピアリング ネットワーク経由で⾏われます。

レプリケートされる情報には、クラスタの設定とSVMの設定が含まれます。

MetroCluster処理中のSVMのレプリケート
ONTAPのConfiguration Replication Service（CRS;設定レプリケーション サービス）は、冗⻑なデータ サー
バ構成とSVMに属するデータ ボリュームのミラーリングを提供します。スイッチオーバーでは、ソー
スSVMが停⽌し、サバイバー クラスタ上にあるデスティネーションSVMがアクティブになります。

注 :  MetroCluster構成のデスティネーションSVMの名前には、識別しやすいようにサフィックス「-
mc」が⾃動的に付加されます。MetroCluster構成では、デスティネーションSVMの名前にサフィック
ス「-mc」が付加されます。SVM名にピリオドが含まれている場合は、最初のピリオドの前にサフィッ
クス「-mc」が付加されます。たとえば、SVM名がSVM.DNS.NAMEの場合、サフィックス「-mc」を付
加したあとの名前はSVM-MC.DNS.NAMEとなります。

次の例は、MetroCluster構成のSVMを⺬しています。SVM_cluster_Aはソース サイト
のSVM、SVM_cluster_A-mcはディザスタ リカバリ サイトの同期先のアグリゲートです。

• SVM_cluster_AはクラスタAのデータを提供します。

これは同期元のSVMであり、SVMの設定（LIF、プロトコル、サービス）およびSVMに属するボ
リュームのデータを表します。設定とデータは、クラスタBにある同期先のSVM、SVM_cluster_A-
mcにレプリケートされます。

• SVM_cluster_BはクラスタBのデータを提供します。

これは同期元のSVMであり、クラスタAにあるSVM_cluster_B-mcに対する設定とデータを表します。
• SVM_cluster_B-mcは同期先のSVMであり、MetroCluster構成が通常どおり正常に動作している間は停

⽌しています。

クラスタBからクラスタAへのスイッチオーバーが成功するとSVM_cluster_Bは停⽌
し、SVM_cluster_B-mcがアクティブになって、クラスタAのデータ提供を開始します。

• SVM_cluster_A-mcは同期先のSVMであり、MetroCluster構成が通常どおり正常に動作している間は停
⽌しています。

クラスタAからクラスタBへのスイッチオーバーが成功するとSVM_cluster_Aは停⽌
し、SVM_cluster_A-mcがアクティブになって、クラスタBのデータ提供を開始します。
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スイッチオーバーが⾏われると、サバイバー クラスタ上のリモート プレックスがオンラインになり、
セカンダリSVMがデータの提供を開始します。
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スイッチオーバー後にリモート プレックスを使⽤できるかどうかは、MetroCluster構成のタイプによっ
て決まります。

• MetroCluster FC構成では、スイッチオーバー後にISLを使⽤してディザスタ サイトのストレージにア
クセスできる場合、ローカル プレックスとリモート プレックスの両⽅がオンラインのままになり
ます。

ISLで障害が発⽣し、ディザスタ サイトのストレージを使⽤できない場合、同期先のSVMがサバイ
バー サイトからデータの提供を開始します。

関連情報
システム アドミニストレーション リファレンス

MetroCluster構成でのSyncMirrorを使⽤したデータ冗⻑性の実現
SyncMirror機能を使⽤するミラーされたアグリゲートにはソースとデスティネーションのStorage Virtual
Machine（SVM）が所有するボリュームが格納され、データの冗⻑性が確保されます。データはパート
ナー クラスタのディスク プールにレプリケートされます。ミラーされていないアグリゲートもサポー
トされます。

次の表に、スイッチオーバー後のミラーされていないアグリゲートの状態（オンラインまたはオフラ
イン）を⺬します。

スイッチオーバーの種類 状態

ネゴシエート スイッチオーバー（NSO） オンライン

⾃動計画外スイッチオーバー（AUSO） オンライン
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スイッチオーバーの種類 状態

計画外スイッチオーバー（USO） • ストレージが使⽤不可の場合：オフライン
• ストレージが使⽤可能な場合：オンライン

注 :  スイッチオーバー後に、ミラーされていないアグリゲートがDRパートナー ノードにある状態でス
イッチ間リンク（ISL）に障害が発⽣すると、そのローカル ノードで障害が発⽣することがあります。

次の図は、ディスク プールがパートナー クラスタ間でミラーされる仕組みを⺬しています。ローカル
プレックス（プール0内）のデータは、リモート プレックス（プール1内）にレプリケートされます。

重要 :  ハイブリッド アグリゲートを使⽤している場合、ソリッド ステート ディスク（SSD）レ
イヤがいっぱいになったことが原因でSyncMirrorプレックスに障害が発⽣すると、パフォーマン
スが低下する可能性があります。

MetroCluster構成でのNVRAM / NVMEMキャッシュ ミラーリングと動的ミラーリング
ストレージ コントローラの不揮発性メモリ（プラットフォーム モデルに応じてNVRAMまた
はNVMEM）は、ローカルHAパートナーにローカルでミラーされ、同時にパートナー サイトのリモー
ト ディザスタ リカバリ（DR）パートナーにリモートでミラーされます。この構成により、ローカルで
フェイルオーバーまたはスイッチオーバーが発⽣しても、不揮発性キャッシュ内のデータを保護する
ことができます。

MetroCluster構成に含まれていないHAペアでは、各ストレージ コントローラが不揮発性キャッシュ
パーティションを2つ（当該コントローラとそのHAパートナー⽤に1つずつ）使⽤します。

4ノードMetroCluster構成では、各ストレージ コントローラの不揮発性キャッシュが4つのパーティショ
ンに分かれています。2ノードMetroCluster構成では、ストレージ コントローラがHAペアとして構成さ
れないため、HAパートナー パーティションとDR補助パーティションが使⽤されません。
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ストレージ コントローラの不揮発性キャッシュ

MetroCluster構成 MetroClusterに属さないHAペア

不揮発性キャッシュには次のデータが格納されます。

• ローカル パーティションは、ストレージ コントローラからディスクに書き込まれる前のデータを
格納します。

• HAパートナー パーティションは、HAパートナーのローカル キャッシュのコピーを格納します。

2ノードMetroCluster構成では、ストレージ コントローラがHAペアとして構成されないた
め、HAパートナー パーティションは存在しません。

• DRパートナー パーティションは、DRパートナーのローカル キャッシュのコピーを格納します。

DRパートナーは、ローカル ノードと対の関係にあるパートナー クラスタ内のノードです。
• DR補助パートナー パーティションは、DR補助パートナーのローカル キャッシュのコピーを格納し

ます。

DR補助パートナーは、ローカル ノードのDRパートナーのHAパートナーです。このキャッシュ
は、HAテイクオーバーが実⾏された場合（構成の通常動作中またはMetroClusterスイッチオーバー
後）に必要です。

2ノードMetroCluster構成では、ストレージ コントローラがHAペアとして構成されないため、DR補
助パートナー パーティションは存在しません。

たとえば、ノード（node_A_1）のローカル キャッシュは、MetroClusterサイトでローカルおよびリ
モートの両⽅でミラーされます。次の図では、node_A_1のローカル キャッシュが、HAパートナー
（node_A_2）とDRパートナー（node_B_1）にミラーされています。
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ローカルのHAテイクオーバー時の動的なミラーリング

4ノードMetroCluster構成でローカルのHAテイクオーバーが⾏われると、テイクオーバーされたノード
はDRパートナーのミラーとして機能しなくなります。DRミラーリングを続⾏するために、ミラーリン
グ先が⾃動的にDR補助パートナーへと切り替わります。ギブバックが正常に終了すると、ミラーリン
グ先は⾃動的にDRパートナーに戻ります。

たとえば、node_B_1で障害が発⽣し、node_B_2によってテイクオーバーされたとします。この場
合、node_A_1のローカル キャッシュをnode_B_1にミラーできなくなり、 ミラーリング先がDR補助
パートナーnode_B_2に切り替わります。

10



 | MetroClusterのデータ保護およびディザスタ リカバリの概要 |

災害の種類とリカバリ⽅法
MetroCluster構成を使⽤して適切に対応できるように、各種の障害や災害について熟知しておく必要が
あります。

• サイト全体のコントローラ障害

電⼒供給の停⽌、機器の交換、または災害が原因で、サイトにあるすべてのコントローラ モ
ジュールで障害が発⽣します。通常、MetroCluster構成では障害と災害を区別できません。しか
し、MetroCluster Tiebreakerソフトウェアなどの監視ソフトウェアはこれらを区別できます。スイッ
チ間リンク（ISL）およびスイッチが稼働しており、ストレージにアクセスできる場合は、サイト全
体のコントローラ障害によって⾃動スイッチオーバーが実⾏される可能性があります。

ハイアベイラビリティ構成ガイドには、サイト全体のコントローラ障害、および1台以上のコント
ローラを含む障害からのリカバリ⽅法が詳しく記載されています。

• ISL障害

サイト間のリンクで発⽣する障害です。MetroCluster構成による対応はありません。各ノードは通常
どおりデータを提供しますが、対応するディザスタ リカバリ サイトにアクセスできないため、ミ
ラー データの書き込みは⾏われません。

• 複数の連続的な障害

複数のコンポーネントで連続して発⽣する障害です。たとえば、コントローラ モジュール、スイッ
チ ファブリック、シェルフで連続して障害が発⽣すると、ストレージ フェイルオーバー、ファブ
リックの冗⻑化、SyncMirrorが順番に実⾏されて、ダウンタイムやデータ損失から保護されます。

次の表に、障害の種類、および対応するディザスタ リカバリ（DR）メカニズムとリカバリ⽅法を⺬し
ます。

注 :  MetroCluster IP構成では、⾃動計画外スイッチオーバー（AUSO）はサポートされません。

11



 | MetroClusterのデータ保護およびディザスタ リカバリの概要 |

DRメカニズム リカバリ⽅法の概要障害の種類

4ノード構成 2ノード構成 4ノード構成 2ノード構成

サイト障害 MetroClusterスイッチオーバー

サイト全
体のコント
ローラ障害

AUSO

ディザスタ サイト
のストレージにア
クセスできる場合の
み。

AUSO（単⼀ノード
障害と同じ）

複数の連続
的な障害

ローカルHAフェイ
ルオーバーのあと
に、metrocluster
switchover -
forced-on-
disasterコマ
ンドを使⽤し
てMetroClusterの強
制スイッチオーバー
を実⾏

注 :  障害が発⽣した
コンポーネントに
よっては、強制ス
イッチオーバーは不
要。

metrocluster
switchover -
forced-on-
disasterコマ
ンドを使⽤し
てMetroClusterの
強制スイッチオー
バーを実⾏

ノードがリストアされた
ら、metrocluster healingコマンド
とmetrocluster switchbackコマンド
を使⽤して⼿動による修復とスイッチバッ
クを⾏う必要があります。

ISL障害 MetroClusterのスイッチオーバーな
し。2つのクラスタがそれぞれのデータを
独⽴して提供。

必要なし。接続をリストアすると、スト
レージは⾃動的に再同期されます。

関連タスク
災害後の強制スイッチオーバーの実⾏（28ページ）

関連情報
ハイアベイラビリティ構成ガイド

8ノード / 4ノードMetroCluster構成でのノンストップ オペレーションの実現

8ノード / 4ノードのMetroCluster構成は各サイトに1つ以上のHAペアで構成されるため、それぞれのサ
イトでのローカルな障害には、パートナー サイトにスイッチオーバーしなくても対応でき、サービス
が中断することはありません。HAペアの動作は、⾮MetroCluster構成のHAペアと同じです。

4ノード / 8ノードのMetroCluster構成では、パニックまたは停電によるノード障害が発⽣すると、⾃動
スイッチオーバーが実⾏されることがあります。

ハイアベイラビリティ構成ガイド

ローカルのフェイルオーバー後に次の障害が発⽣した場合、MetroClusterのスイッチオーバー イベン
トによってノンストップ オペレーションが継続されます。同様に、スイッチオーバー処理後にサバ
イバー ノードの1つで次の障害が発⽣すると、ローカルのフェイルオーバー イベントによってノンス
トップ オペレーションが継続されます。この場合、1つのサバイバー ノードが、DRグループ内の他
の3つのノードに代わってデータを提供します。
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MetroClusterの移⾏時のスイッチオーバーとスイッチバック

MetroCluster FCからMetroCluster IPへの移⾏では、既存のMetroCluster FC構成にMetroCluster IPノード
とIPスイッチを追加してから、MetroCluster FCノードを撤去します。MetroClusterのスイッチオーバー、
修復、スイッチバックの各処理で使⽤するワークフローは、移⾏プロセスの段階に応じて異なりま
す。

スイッチオーバー、修復、およびスイッチバック⽤のコマンドを参照してください。

スイッチオーバー後のローカル フェイルオーバーの影響
MetroClusterのスイッチオーバー後にサバイバー サイトで問題が発⽣した場合は、ローカル フェイル
オーバーによって中断のないノンストップ オペレーションが実現します。ただし、冗⻑な構成ではな
くなるため、システムはリスクにさらされます。

2ノードMetroCluster構成でのノンストップ オペレーションの実現
2つのサイトのどちらかでパニックによる問題が発⽣した場合は、MetroClusterスイッチオーバーに
よってノンストップ オペレーションが継続されます。停電によってノードとストレージの両⽅が影響
を受けた場合は、スイッチオーバーが⾃動的に⾏われず、metrocluster switchoverコマンドを
実⾏するまでシステムが停⽌します。

すべてのストレージがミラーされているため、ノード障害発⽣時のHAペアでのストレージ フェイル
オーバーと同様に、サイト障害が発⽣してもスイッチオーバー処理を使⽤してノンストップ オペレー
ションを実現できます。

2ノード構成では、HAペアで⾃動ストレージ フェイルオーバーをトリガーするイベントと同じ
イベントによって、⾃動計画外スイッチオーバー（AUSO）がトリガーされます。つまり、2ノー
ドMetroCluster構成ではHAペアと同じ保護レベルが確保されます。

スイッチオーバー プロセスの概要
MetroClusterスイッチオーバー処理は、ストレージとクライアントのアクセスをソース クラスタからリ
モート サイトに移すことで、災害発⽣後にサービスを迅速に再開できるようにします。スイッチオー
バーが発⽣した場合に想定される変化と、実⾏する必要がある操作を把握しておく必要があります。

スイッチオーバー処理では、システムによって次の操作が実⾏されます。

• ディザスタ サイトに属するディスクの所有権がディザスタ リカバリ（DR）パートナーに変更され
ます。

これは、停⽌中のパートナーに属するディスクの所有権が正常な状態のパートナーに変更される⾼
可⽤性（HA）ペアでのローカル フェイルオーバーと似ています。

• サバイバー サイトにあるサバイバー プレックスがディザスタ クラスタ内のノードに属する場合、
そのサバイバー プレックスは、サバイバー サイトのクラスタでオンラインになります。

• ディザスタ サイトに属する同期元のStorage Virtual Machine（SVM）が、ネゴシエート　スイッチ
オーバーの実⾏中のみ停⽌されます。

注 :  この処理は、ネゴシエート スイッチオーバーにのみ該当します。
• ディザスタ サイトに属する同期先のSVMが起動されます。

DRパートナーのルート アグリゲートは、スイッチオーバー中にオンラインになりません。

metrocluster switchoverコマンドは、MetroCluster構成のすべてのDRグループのノードをスイッ
チオーバーします。たとえば、8ノードMetroCluster構成では、両⽅のDRグループのノードをスイッチ
オーバーします。

サービスのみをリモート サイトにスイッチオーバーする場合は、サイトをフェンシングせずにネゴシ
エート スイッチオーバーを実⾏します。ストレージまたは機器を信頼できない場合は、ディザスタ サ

13



 | MetroClusterのデータ保護およびディザスタ リカバリの概要 |

イトをフェンシングしてから、計画外スイッチオーバーを実⾏する必要があります。フェンシングに
より、ディスクに電源が順次投⼊されたときのRAIDの再構築が回避されます。

注 :  この⼿順は、もう⼀⽅のサイトが安定していてオフラインにすることがない場合にのみ使⽤して
ください。

スイッチオーバー中に使⽤できるコマンド

次の表は、スイッチオーバー中に実⾏できるコマンドの⼀覧です。

コマンド 使⽤の可否

storage aggregate create 次のアグリゲートを作成できます。

• サバイバー クラスタに属するノードが所有しているアグリ
ゲート

次のアグリゲートは作成できません。

• ディザスタ サイトのノードのアグリゲート
• サバイバー クラスタに属するノードのアグリゲート

storage aggregate delete データ アグリゲートを削除できます。

storage aggregate mirror ミラーされていないアグリゲートのプレックスを作成できま
す。

storage aggregate plex
delete

ミラーされたアグリゲートのプレックスを削除できます。

vserver create 次のSVMを作成できます。

• ルート ボリュームがサバイバー クラスタが所有するデータ
アグリゲートにあるSVM

次のSVMは作成できません。

• ルート ボリュームがディザスタ クラスタが所有するデータ
アグリゲートにあるSVM

vserver delete 同期元と同期先の両⽅のSVMを削除できます。

network interface create
-lif

同期元と同期先の両⽅のSVMのデータSVM LIFを作成できます。

network interface delete
-lif

同期元と同期先の両⽅のSVMのデータSVM LIFを削除できます。

lif create LIFを作成できます。

lif delete LIFを削除できます。

volume create 同期元と同期先の両⽅のSVMのボリュームを作成できます。

• 同期元のSVMの場合、ボリュームはサバイバー クラスタが所
有するデータ アグリゲートにある必要があります。

• 同期先のSVMの場合、ボリュームはディザスタ クラスタが所
有するデータ アグリゲートにある必要があります。

volume delete 同期元と同期先の両⽅のSVMのボリュームを削除できます。

14
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コマンド 使⽤の可否

volume move 同期元と同期先の両⽅のSVMのボリュームを移動できます。

• 同期元のSVMの場合、サバイバー クラスタがデスティネー
ション アグリゲートを所有している必要があります。

• 同期先のSVMの場合、ディザスタ クラスタがデスティネー
ション アグリゲートを所有している必要があります。

snapmirror break データ保護ミラーのソースとデスティネーションのエンドポイ
ント間のSnapMirror関係を解除できます。

MetroCluster FC構成とMetroCluster IP構成のスイッチオーバーの違い

MetroCluster IP構成では、iSCSIターゲットとして機能するリモートDRパートナー ノードを介してリモー
ト ディスクがアクセスされるため、スイッチオーバー処理でリモート ノードが停⽌している間はリ
モート ディスクにアクセスできません。このため、MetroCluster FC構成とは次の点が異なります。

• ローカル クラスタが所有するミラー アグリゲートがデグレード状態になります。
• リモート クラスタからスイッチオーバーされたミラー アグリゲートがデグレード状態になりま

す。

注 :  ミラーされていないアグリゲートがMetroCluster IP構成でサポートされている場合、リモート クラ
スタからスイッチオーバーされていないミラーされていないアグリゲートにはアクセスできません。

関連タスク
ディザスタ サイトのフェンシング（28ページ）

4ノードMetroCluster構成でのHAテイクオーバー中およびMetroClusterスイッチオーバー中
のディスク所有権の変更

ハイアベイラビリティ処理およびMetroCluster処理中、ディスク所有権が⼀時的に変更されます。どの
ノードがどのディスクを所有するかをシステムが追跡する仕組みを把握しておくと役に⽴ちます。

ONTAPは、コントローラ モジュールの固有なシステムID（ノードのNVRAMカードまたはNVMEMボー
ドから取得）を使⽤して、どのノードがどの特定のディスクを所有するかを識別します。システム
のHAまたはDRの状態によっては、ディスク所有権が⼀時的に変わる場合があります。HAテイクオー
バーまたはDRスイッチオーバーによって所有権が変わった場合、HAギブバックまたはDRスイッチバッ
クの終了後に所有権を元に戻すことができるよう、どのノードがディスクの元々の（「ホーム」）所
有者であるかが記録されます。ディスク所有権の追跡には次のフィールドが使⽤されます。

• Owner

• Home owner

• DR Home owner

MetroCluster構成でスイッチオーバーが実⾏された場合、ノードは、パートナー クラスタのノードが
元々所有していたアグリゲートの所有権を取得できます。このようなアグリゲートは「クラスタ外ア
グリゲート」と呼ばれます。クラスタ外アグリゲートはその時点でクラスタに認識されていないアグ
リゲートで、したがって、DR Home ownerフィールドにはパートナー クラスタのノードが所有者と
して表⺬されます。HAペア内の従来の外部アグリゲートはOwnerとHome ownerの値が異なります
が、クラスタ外アグリゲートはOwnerとHome owner値が同じであるため、DR Home ownerの値で
識別できます。

システムの状態が変化するにしたがい、これらのフィールドの値も次の表に⺬すように変わります。
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次の状況での値

フィールド 通常運⽤時 ローカルのHAテイ
クオーバー時

MetroClusterス
イッチオーバー

スイッチオーバー
中のテイクオー
バー時

Owner ディスクにアクセ
スできるノード
のID

⼀時的にディスク
にアクセスでき
るHAパートナー
のID

⼀時的にディスク
にアクセスでき
るDRパートナー
のID

⼀時的にディスク
にアクセスでき
るDR補助パート
ナーのID

Home owner HAペア内の元の
ディスク所有者
のID

HAペア内の元の
ディスク所有者
のID

スイッチオー
バー中にHAペア
のHome ownerと
なるDRパートナー
のID

スイッチオー
バー中にHAペア
のHome ownerと
なるDRパートナー
のID

DR Home owner 空き 空き MetroCluster構成内
の元のディスク所
有者のID

MetroCluster構成内
の元のディスク所
有者のID

次の図と表は、物理的にはcluster_Bに配置されているnode_A_1のディスク プール1のディスクについ
て、所有権が変化する例を⺬しています。

MetroClusterの状態 所有者 ホーム所有
者

DRホーム所
有者

注

通常の状態：すべてのノードが
完全に動作

node_A_1 node_A_1 該当なし

16



 | MetroClusterのデータ保護およびディザスタ リカバリの概要 |

MetroClusterの状態 所有者 ホーム所有
者

DRホーム所
有者

注

ローカルのHAテイクオー
バー：node_A_2がHAパート
ナーnode_A_1に属するディスク
をテイクオーバー

node_A_2 node_A_1 該当なし

DRスイッチオー
バー：node_B_1がDRパート
ナーnode_A_1に属するディスク
をテイクオーバー

node_B_1 node_B_1 node_A_1 元のホーム ノー
ドIDはDR Home
ownerフィールドに移
動します。

アグリゲートのス
イッチバックまた
は修復後、所有権
はnode_A_1に戻りま
す。

DRのスイッチオーバーとロー
カルのHAテイクオーバー（⼆
重障害）：node_B_2がHA
node_B_1に属するディスクをテ
イクオーバー

node_B_2 node_B_1 node_A_1 ギブバック後、所有権
はnode_B_1に戻りま
す。

スイッチバックま
たは修復後、所有権
はnode_A_1に戻りま
す。

HAギブバックおよびDRスイッ
チバック後：すべてのノードが
完全に動作

node_A_1 node_A_1 該当なし

ミラーされていないアグリゲートを使⽤する場合の考慮事項
ミラーされていないアグリゲートが構成に含まれている場合、スイッチオーバー処理後にアクセスに
関する問題が発⽣する可能性があります。

電源のシャットダウンが必要なメンテナンス実施時のミラーされていないアグリゲートに関する考慮
事項

サイト全体の電源のシャットダウンが必要なメンテナンスのためにネゴシエート スイッチオーバーを
実⾏する場合は、最初にディザスタ サイトが所有するミラーされていないアグリゲートを⼿動でオフ
ラインにする必要があります。

そうしないと、複数のディスクがパニック状態になって、サバイバー サイトのノードが停⽌する可能
性があります。この問題が発⽣するのは、電源のシャットダウンまたはISLの喪失によってディザスタ
サイトのストレージへの接続が失われたために、スイッチオーバーされたミラーされていないアグリ
ゲートがオフラインになるか、または⾒つからない場合です。

ミラーされていないアグリゲートと階層状のネームスペースに関する考慮事項

階層状のネームスペースを使⽤している場合は、パス内のすべてのボリュームがミラーされたアグリ
ゲートのみ、またはミラーされていないアグリゲートのみに配置されるようにジャンクション パスを
設定する必要があります。ジャンクション パスにミラーされていないアグリゲートとミラーされたア
グリゲートが混在していると、スイッチオーバー処理後にミラーされていないアグリゲートにアクセ
スできなくなる可能性があります。
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ミラーされていないアグリゲート、CRSメタデータ ボリューム、およびデータSVMのルート ボリュー
ムに関する考慮事項

設定レプリケーション サービス（CRS）メタデータ ボリュームとデータSVMのルート ボリューム
は、ミラーされたアグリゲートに配置する必要があります。これらのボリュームをミラーされて
いないアグリゲートに移動することはできません。ミラーされていないアグリゲートに配置され
ている場合、ネゴシエート スイッチオーバー処理とスイッチバック処理が拒否されます。その場
合、metrocluster checkコマンドによって警告が表⺬されます。

ミラーされていないアグリゲートとSVMに関する考慮事項

SVMは、ミラーされたアグリゲートでのみ、またはミラーされていないアグリゲートでのみ設定する
必要があります。ミラーされていないアグリゲートとミラーされたアグリゲートが混在しているとス
イッチオーバー処理に2分以上かかり、ミラーされていないアグリゲートがオンラインにならない場合
にデータを利⽤できなくなることがあります。

ミラーされていないアグリゲートとSANに関する考慮事項

ミラーされていないアグリゲートにはLUNを配置しないでください。ミラーされていないアグリゲー
トにLUNを設定すると、スイッチオーバー処理に2分以上かかってデータを利⽤できなくなることがあ
ります。

MetroCluster IP構成でのメディエーター アシスト⾃動計画外スイッチオーバー
MetroCluster IP構成では、ONTAPメディエーターを使⽤して障害を検出し、Mediator-Assisted Automatic
Unplanned Switchover（MAUSO;メディエーター アシスト⾃動計画外スイッチオーバー）を実⾏できま
す。

注 :  MetroCluster FC構成では、MAUSOはサポートされません。

ONTAPメディエーターは、MetroCluster IPノード⽤のメールボックスLUNを提供します。これら
のLUNは、ONTAPメディエーターとともに、MetroClusterサイトとは物理的に分離されたLinuxホストに
配置されます。

MetroClusterノードでは、このメールボックスの情報を使⽤してMAUSOが必要かどうかを判断しま
す。ストレージ コントローラの不揮発性メモリ（プラットフォーム モデルに応じてNVRAMまた
はNVMEM）がパートナー サイトのリモート ディザスタ リカバリ（DR）パートナーにミラーリングさ
れていない場合、MAUSOは開始されません。

修復時の動作（MetroCluster IP構成）
MetroCluster IP構成での修復では、ミラーされたアグリゲートの再同期が実施され、修復されたディザ
スタ サイトのノードがスイッチバックに向けて準備されます。これは計画的なイベントです。した
がって、各⼿順を細かく制御してダウンタイムを最⼩限にすることができます。修復は、ストレージ
とコントローラのコンポーネントで発⽣する、2段階のプロセスです。

MetroCluster FC構成との違い

MetroCluster IP構成では、修復処理を実⾏する前に、ディザスタ サイトのクラスタ内のノードをブート
する必要があります。

アグリゲートの再同期の際にリモートiSCSIディスクにアクセスできるように、ディザスタ サイトのク
ラスタ内のノードが実⾏されている必要があります。

ディザスタ サイトのノードが実⾏されていない場合、ディザスタ ノードは必要なディスク所有権の変
更を実⾏できないため、修復処理が失敗します。

データ アグリゲートの修復

ディザスタ サイトでの問題が解決したら、ストレージ修復フェーズを開始します。
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1. サバイバー サイトで、すべてのノードが稼働中であることを確認します。
2. ルート アグリゲートを含め、ディザスタ サイトのプール0のすべてのディスクの所有権を変更しま

す。

このフェーズでは、RAIDサブシステムがミラーされたアグリゲートを再同期し、WAFLサブシス
テムが、スイッチオーバー時にプール1プレックスで障害が発⽣したミラーされたアグリゲート
のnvsaveファイルを再実⾏します。

ソースのストレージ コンポーネントの⼀部で障害が発⽣した場合は、該当するレベル
（Storage、Sanown、またはRAID）でエラーが報告されます。

エラーが何も報告されなければ、アグリゲートの再同期は成功です。このプロセスは、完了までに数
時間かかることがあります。

ルート アグリゲートの修復

アグリゲートの同期が完了したら、ルート アグリゲートの修復フェーズを実⾏します。MetroCluster
IP構成では、アグリゲートが修復されたことをこのフェーズで確認します。

MetroCluster構成⽤SVMの作成

MetroCluster構成⽤のSVMを作成して、MetroCluster構成⽤に設定されたクラスタのデータに対して同期

ディザスタ リカバリおよび⾼可⽤性を提供できます。

始める前に

• 2つのクラスタがMetroCluster構成になっている必要があります。

• 両⽅のクラスタ内でアグリゲートが利⽤可能でオンラインになっている必要があります。

• 必要に応じて、両⽅のクラスタに同じ名前のIPspaceを作成しておく必要があります。

• MetroCluster構成を形成する⼀⽅のクラスタをスイッチオーバーを使⽤せずにリブートすると、同期
元SVMがstartedではなくstoppedの状態でオンラインになることがあります。

このタスクについて

MetroCluster構成のどちらかのクラスタにSVMを作成する場合、そのSVMはソースSVMとして作成され
ます。パートナーSVMは同じ名前で⾃動的に作成されますが、パートナー クラスタには「-mc」とい
うサフィックスが付加されます。SVM名にピリオドが含まれている場合は、最初のピリオドの前にサ
フィックス「-mc」が付加されます（例：SVM-MC.DNS.NAME）。

MetroCluster構成では、1つのクラスタに64個のSVMを作成できます。したがって、MetroCluster構成は
最⼤128個のSVMをサポートします。

⼿順

1. vserver createコマンドを使⽤します。

次の例は、ローカル サイトのSVM（サブタイプがsync-source）とパートナー サイトのSVM（サ
ブタイプがsync-destination）を⺬しています。

cluster_A::>vserver create -vserver vs4 -rootvolume vs4_root -aggregate
 aggr1 
-rootvolume-security-style mixed
[Job 196] Job succeeded:
Vserver creation completed

ローカル サイトにSVM vs4が作成され、パートナー サイトにSVM vs4-mcが作成されます。
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2. 新しく作成されたSVMを表⺬します。

• ローカル クラスタで、SVMの設定状態を確認します。metrocluster vserver show

次の例は、パートナーSVMとその設定状態を⺬しています。
cluster_A::> metrocluster vserver show

Partner    Configuration
Cluster     Vserver   Vserver    State
---------  --------  --------- -----------------
cluster_A   vs4 vs4-mc healthy
cluster_B   vs1 vs1-mc healthy

• ローカル クラスタとパートナー クラスタから、新しく設定したSVMの状態を確認しま
す。vserver show command

次の例は、SVMの管理状態と運⽤状態を表⺬します。
cluster_A::> vserver show

Admin   Operational Root
Vserver Type  Subtype State   State Volume Aggregate
------- ----- ------- ------- --------    ----------- ----------
vs4 data  sync-source   running   running    vs4_root   aggr1

cluster_B::> vserver show

Admin   Operational  Root
Vserver Type  Subtype State   State Volume Aggregate
------- ----- -------          ------  ---------    ----------- ----------
vs4-mc  data  sync-destination running stopped vs4_root    aggr1

ルート ボリュームの作成などの中間処理が失敗してSVMの状態がinitializingになると、SVMの
作成が失敗することがあります。その場合、SVMを削除して再度作成する必要があります。

タスクの結果
MetroCluster構成⽤のSVMが、1GBのルート ボリュームで作成されます。同期元SVMの状態
はrunning、同期先SVMの状態はstoppedになります。

スイッチバック時の動作
ディザスタ サイトがリカバリし、アグリゲートが修復されると、MetroClusterのスイッチバック処理に
よって、ストレージ アクセスとクライアント アクセスがディザスタ リカバリ サイトからホーム クラ
スタに戻ります。

metrocluster switchbackコマンドは、プライマリ サイトを通常の完全なMetroCluster状態に戻し
ます。設定に対する変更があった場合、元のSVMに反映されます。次に、データ サーバ処理がディザ
スタ サイトの同期元SVMに返され、サバイバー サイトで動作していた同期先SVMは⾮アクティブにな
ります。

MetroCluster構成がスイッチオーバー状態のときにサバイバー サイトでSVMが削除された場合、スイッ
チバック プロセスで次の処理が実⾏されます。

• パートナー サイト（元のディザスタ サイト）の対応するSVMを削除する
• 削除されたSVMにピアリング関係がある場合は削除する
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テストまたはメンテナンスのためのスイッチオーバーの実
⾏

MetroCluster機能のテストや計画的メンテナンスを実⾏する場合は、⼀⽅のクラスタをパートナー クラ
スタに完全にスイッチオーバーする、ネゴシエート スイッチオーバーを実⾏します。その後、構成を
修復してスイッチバックします。

このタスクについて

スイッチオーバーに向けたシステムの事前チェック
-simulateオプションを使⽤して、スイッチオーバー処理の結果を前もって確認できます。これによ
り、処理を開始する前に、処理が成功するために必要なほとんどの前提条件が満たされていることを
確認できます。

⼿順

1. 権限レベルをadvancedに設定します。set -privilege advanced

2. スイッチオーバー処理をシミュレートします。metrocluster switchover -simulate

3. 出⼒をチェックします。
出⼒には、スイッチオーバー処理を阻⽌する拒否の有無が⺬されます。MetroCluster処理を実⾏する
たびに、処理が成功するための⼀連の条件を確認する必要があります。「拒否」は、1つ以上の条
件が満たされていない場合に処理を禁⽌するメカニズムです。「ソフト」な拒否と「ハード」な拒
否の2種類があります。ソフトな拒否は無視できますが、ハードな拒否は無視できません。たとえ
ば、4ノードMetroCluster構成でネゴシエート スイッチオーバーを実⾏する場合、条件の1つとして
すべてのノードが正常に稼働していることがあります。たとえば、1つのノードが停⽌し、HAパー
トナーにテイクオーバーされたとします。すべてのノードが正常に稼働している必要があるという
条件はハードな条件であるため、スイッチオーバー処理にはハードな拒否が適⽤されます。ハード
な拒否は無視できません。

重要 :  ソフトな拒否も無視しないことを推奨します。

例：検証結果

次の例は、スイッチオーバー処理のシミュレーションで発⽣したエラーを⺬しています。
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cluster4::*> metrocluster switchover -simulate

[Job 126] Preparing the cluster for the switchover operation...
[Job 126] Job failed: Failed to prepare the cluster for the switchover
operation. Use the "metrocluster operation show" command to view detailed error
information. Resolve the errors, then try the command again.

注 :  障害が発⽣したすべてのディスクを交換するまで、ネゴシエート スイッチオーバーとスイッチ
バックは失敗します。障害が発⽣したディスクを交換したあと、ディザスタ リカバリを実⾏できま
す。障害が発⽣したディスクに関する警告を無視するには、ネゴシエート スイッチオーバーとスイッ
チバックにソフトな拒否を追加します。

カスタムAutoSupportメッセージの送信 - ネゴシエート スイッチオーバー前
ネゴシエート スイッチオーバーを実⾏する前に、AutoSupportメッセージを発⾏して、メンテナンスが
進⾏中であることを富⼠通 サポートに通知する必要があります。ネゴシエート スイッチオーバーで
は、プレックスやMetroClusterの処理が失敗してAutoSupportメッセージがトリガーされることがありま
す。システム停⽌が発⽣したとみなして富⼠通のサポートがケースをオープンしないように、メンテ
ナンスが進⾏中であることを通知する必要があります。

このタスクについて
このタスクはMetroClusterサイトごとに実⾏する必要があります。

⼿順

1. Site_Aのクラスタにログインします。
2. system node autosupport invoke -node * -type all -message

MAINT=maintenance-window-in-hoursメンテナンスの開始を通知するAutoSupportメッセージ
を起動します。
maintenance-window-in-hoursにはメンテナンス時間の⻑さを指定します。最⼤値は72時間です。こ
の時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、次のコマンドを実⾏して、メンテナンス
期間が終了したことを通知できます。system node autosupport invoke -node * -type
all -message MAINT=end

3. 同じ⼿順をパートナー サイトでも実⾏します。

ネゴシエート スイッチオーバーの実⾏
ネゴシエート スイッチオーバーは、パートナー サイトのプロセスをクリーン シャットダウンし
てから、パートナー サイトの処理をスイッチオーバーします。ネゴシエート スイッチオーバー
は、MetroClusterサイトでのメンテナンスの実施、またはスイッチオーバー機能のテストに使⽤できま
す。

始める前に

• スイッチバック処理を実⾏する前に、設定の変更がすべて完了している必要があります。

これにより、ネゴシエート スイッチオーバーまたはスイッチバックの処理との競合が回避されま
す。

• 停⽌していたすべてのノードがブートし、クラスタ クォーラムに参加している必要があります。

クラスタ クォーラムの詳細については、システム アドミニストレーション リファレン
スの「クォーラムとイプシロンについて」セクションを参照してください。

システム アドミニストレーション リファレンス
• 両⽅のサイトからクラスタ ピアリング ネットワークにアクセスできる必要があります。
• MetroCluster構成のすべてのノードで、同じバージョンのONTAPソフトウェアが実⾏されている必要

があります。
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• 新しいSnapMirror関係を作成する前に、MetroCluster構成の両⽅のサイト
でreplication.create_data_protection_rels.enableオプションをONに設定しておく必要があります。

• 2ノードMetroCluster構成の場合、サイト間でONTAPのバージョンが⼀致していないときは、アップ
グレード時に新しいSnapMirror関係を作成しないようにする必要があります。

• 4ノードMetroCluster構成の場合は、サイト間でONTAPのバージョンが⼀致している必要がありま
す。

このタスクについて
リカバリ サイトがスイッチバック処理を実⾏できるようになるまでに数時間かかることがあります。

metrocluster switchoverコマンドは、MetroCluster構成のすべてのDRグループのノードをスイッ
チオーバーします。たとえば、8ノードMetroCluster構成では、両⽅のDRグループのノードをスイッチ
オーバーします。

ネゴシエート スイッチオーバーの準備中および実⾏中は、クラスタの設定を変更したり、テイクオー
バーまたはギブバック処理を実⾏したりしないでください。

MetroCluster FC構成の場合

• リモート ストレージがアクセス可能であれば、ミラー アグリゲートは正常な状態のままとなりま
す。

• リモート ストレージへのアクセスが失われると、ミラー アグリゲートはネゴシエート スイッチ
オーバー後にデグレード状態になります。

• リモート ストレージへのアクセスが失われると、ディザスタ サイトにあるミラーされていないア
グリゲートは使⽤できなくなります。その結果、コントローラが停⽌する可能性があります。

MetroCluster IP構成の場合

• ONTAP 9.7以降：

• リモート ストレージがアクセス可能であれば、ミラー アグリゲートは正常な状態のままとなり
ます。

• リモート ストレージへのアクセスが失われると、ミラー アグリゲートはネゴシエート スイッチ
オーバー後にデグレード状態になります。

• ONTAP 9.8以降：

• リモート ストレージへのアクセスが失われると、ディザスタ サイトにあるミラーされていな
いアグリゲートは使⽤できなくなります。その結果、コントローラが停⽌する可能性がありま
す。

⼿順

1. metrocluster check run、metrocluster check show、およびmetrocluster check
config-replication showの各コマンドを使⽤して、進⾏中または保留中の設定変更がないこ
とを確認します。

2. 次のコマンドを⼊⼒して、スイッチオーバーを実⾏します。metrocluster switchover

この処理は、完了するまでに数分かかることがあります。
3. スイッチオーバーが完了するまで監視します。metrocluster operation show

cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13

State: in-progress
   End time: -

Errors: 

cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13

State: successful
   End time: 10/4/2012 19:04:22

23



 | テストまたはメンテナンスのためのスイッチオーバーの実⾏ |

Errors: -

4. SnapMirror構成またはSnapVault構成があれば、再確⽴します。

MetroClusterスイッチオーバー後にstorage aggregate plex showコマンドの出
⼒が確定しない

MetroClusterのスイッチオーバー発⽣後にstorage aggregate plex showコマンドを実⾏すると、
スイッチオーバーされたルート アグリゲートのplex0のステータスが確定していないため、failedと
表⺬されます。この間、スイッチオーバーされたルートは更新されません。このプレックスの実際の
ステータスは、MetroClusterの修復フェーズ後に確定します。

DRパートナーのオンライン確認
スイッチオーバーが完了したら、DRパートナーがディスクの所有権を取得し、パートナーSVMがオン
ラインになったことを確認する必要があります。

⼿順

1. アグリゲート ディスクがディザスタ サイトにスイッチオーバーされたことを確認しま
す。storage disk show -fields owner,dr-home
次の出⼒例では、スイッチオーバーされたディスクのdr-homeフィールドに値が設定されていま
す。
cluster_A::> storage disk show -fields owner,dr-home
disk owner dr-home
-------------------- --------------- -------
1.11.0 node_A_1 node_B_1
1.11.1 node_A_1 node_B_1
1.11.2 node_A_1 node_B_1
1.11.3 node_A_1 node_B_1
1.11.4 node_A_1 node_B_1
1.11.5 node_A_1 node_B_1
1.11.6 node_A_1 node_B_1
1.11.7 node_A_1 node_B_1
1.11.8 node_A_1 node_B_1

2. storage aggregate showコマンドを使⽤して、アグリゲートがスイッチオーバーされたことを
確認します。
次の例では、アグリゲートはスイッチオーバーされており、 ルート アグリゲート（aggr0_b2）は
デグレード状態、 データ アグリゲート（b2_aggr2）はミラーされた正常な状態になっています。
cluster_A::*> storage aggregate show

.

.

.
mcc1-b Switched Over Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
aggr0_b2    227.1GB   45.1GB    80% online       0 node_A_1 raid_dp,

mirror
degraded

b2_aggr1    227.1GB   200.3GB    20% online 0 node_A_1 raid_dp,
mirrored
normal

3. vserver showコマンドを使⽤して、セカンダリSVMがオンラインになったことを確認します。
この例では、セカンダリ サイト上の休⽌状態になっていた同期先のSVMがアクティブ化さ
れ、Admin Stateがrunningになっています。
cluster_A::*> vserver show

Admin      Operational  Root                 Name    Name
Vserver Type  Subtype State      State        Volume    Aggregate  Service Mapping
----------- ----- ---------- ---------- -----------  --------- ---------- ------- -------
...
cluster_B-vs1b-mc data   sync-destination  running   running vs1b_vol   aggr_b1   file    file
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スイッチバックの実⾏
MetroCluster構成の修復が完了したら、MetroClusterのスイッチバック処理を実⾏できま
す。MetroClusterのスイッチバック処理を実⾏すると、構成が通常の動作状態に戻ります。ディザスタ
サイトにある同期元のStorage Virtual Machine（SVM）がアクティブになり、ローカル ディスク プール
からデータを提供します。

始める前に

• ディザスタ クラスタからサバイバー クラスタへのスイッチオーバーが正常に完了している必要が
あります。

• データ アグリゲートとルート アグリゲートに対して修復が実⾏されている必要があります。
• サバイバー クラスタ ノードがHAフェイルオーバー状態ではない（各HAペアのすべてのノードが稼

働中である）必要があります。
• ディザスタ サイトのコントローラ モジュールが完全にブートしていること、およびHAテイクオー

バー モードでないことが必要です。
• ルート アグリゲートがミラーされている必要があります。
• スイッチ間リンク（ISL）がオンラインになっている必要があります。
• 必要なライセンスがシステムにインストールされている必要があります。

注 :  リカバリ サイトによるスイッチバック処理の実⾏には数時間かかることがあります。

⼿順

1. すべてのノードが有効な（enabled）状態であることを確認します。metrocluster node show
次の例は、ノードが有効な状態であることを⺬しています。
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                        Configuration  DR
Group Cluster Node        State          Mirroring Mode
----- ------- ----------- -------------- --------- --------------------
1     cluster_A

node_A_1    configured enabled   heal roots completed
node_A_2    configured enabled   heal roots completed

cluster_B
node_B_1    configured enabled   waiting for switchback recovery
node_B_2    configured enabled   waiting for switchback recovery

4 entries were displayed.

2. すべてのSVMで再同期が完了していることを確認します。metrocluster vserver show

3. 修復処理で実⾏されるLIFの⾃動移⾏が完了していることを確認します。metrocluster check
lif show

4. サバイバー クラスタ内の任意のノードからmetrocluster switchbackコマンドを実⾏して、ス
イッチバックを実⾏します。

5. スイッチバック処理の進捗を確認します。metrocluster show

出⼒にwaiting-for-switchbackと表⺬された場合、スイッチバック処理はまだ進⾏中です。

cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B Configuration state configured

Mode                switchover
AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A Configuration state configured
Mode waiting-for-switchback
AUSO Failure Domain -

出⼒にnormalと表⺬された場合、スイッチバック処理は完了しています。

cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B Configuration state configured

Mode                normal
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AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A Configuration state configured

Mode                normal
AUSO Failure Domain -

スイッチバックの完了に時間がかかっている場合は、metrocluster config-replication
resync-status showコマンドを使⽤して進⾏中のベースライン転送のステータスを確認できま
す。このコマンドは、advanced権限レベルで実⾏します。

6. SnapMirror構成またはSnapVault構成があれば、再確⽴します。

スイッチバックの成功確認
スイッチバックを実⾏したあとに、すべてのアグリゲートとStorage Virtual Machine（SVM）がスイッチ
バックされてオンラインになっていることを確認します。

⼿順

1. スイッチオーバーされたデータ アグリゲートがスイッチバックされたことを確認しま
す。storage aggregate show
次の例では、ノードB2のaggr_b2がスイッチバックされています。
node_B_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 node_B_2   raid_dp,

mirrored,
normal

node_A_1::> aggr show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
...
aggr_b2          -         -     - unknown      - node_A_1

ディザスタ サイトに含まれていたミラーされていないアグリゲートが現在は存在しない場
合、storage aggregate showコマンドの出⼒でそのアグリゲートのStateがunknownと表⺬
されることがあります。ミラーされていないアグリゲートの古いエントリを削除する場合は、富⼠
通のサポートにお問い合わせください。

2. サバイバー クラスタにあるすべての同期先SVMが休⽌状態（Admin Stateがstopped）であ
り、ディザスタ クラスタにある同期元SVMが稼働していることを確認します。vserver show -
subtype sync-source

node_B_1::> vserver show -subtype sync-source
Admin Root Name    Name

Vserver     Type    Subtype    State      Volume     Aggregate Service Mapping
----------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- -------
...
vs1a data    sync-source

running    vs1a_vol   node_B_2 file    file
aggr_b2

node_A_1::> vserver show -subtype sync-destination 
Admin      Root                         Name    Name

Vserver Type    Subtype    State      Volume     Aggregate  Service Mapping
----------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- -------
...
cluster_A-vs1a-mc  data    sync-destination

stopped    vs1a_vol   sosb_ file    file
aggr_b2

MetroCluster構成の同期先アグリゲートの名前には、識別しやすいようにサフィックス「-mc」が⾃
動的に付加されます。

3. metrocluster operation showコマンドを使⽤して、スイッチバック処理が成功したことを確
認します。

出⼒内容 操作

スイッチバック処理の状態が「successful」であ
る

スイッチバック処理は完了しており、システム
の操作を続⾏できます。
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 | テストまたはメンテナンスのためのスイッチオーバーの実⾏ |

出⼒内容 操作

スイッチバック処理またはスイッチバック継続
エージェントの処理が「partially successful」で
ある

metrocluster operation showコマンドの
出⼒で推奨されている修正を実⾏します。

次のタスク

上記の⼿順を繰り返して、逆⽅向へのスイッチバックを実⾏する必要があります。site_Aがsite_Bのス
イッチオーバーを⾏った場合は、site_Bでsite_Aのスイッチオーバーを⾏います。
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 | 災害後の強制スイッチオーバーの実⾏ |

災害後の強制スイッチオーバーの実⾏

管理者またはMetroCluster Tiebreakerソフトウェア（設定されている場合）は、災害が発⽣したことを
確認し、MetroClusterスイッチオーバーを実⾏する必要があります。どちらの場合も、データを安全に
中断なく提供するためには、スイッチオーバー後にディザスタ クラスタとサバイバー クラスタの両⽅
で所定の⼿順を実⾏する必要があります。

ディザスタ サイトのフェンシング
災害発⽣後にディザスタ サイト ノードの交換が必要となった場合は、サイトがサービスを再開しな
いようにノードを停⽌する必要があります。停⽌しないと、交換⼿順が完了する前にクライアントが
ノードへのアクセスを開始した場合に、データが破損するおそれがあります。

⼿順

ディザスタ サイトでノードを停⽌して電源をオフのままにするか、ONTAPをブートするように指⺬さ
れるまでLOADERプロンプトで待機します。system node halt -node disaster-site-node-
name

ディザスタ サイト ノードが破損したか停⽌できない場合は、ノードへの給電を停⽌し、リカバリ⼿順
で指⺬されるまで交換⽤ノードをブートしないでください。

強制スイッチオーバーの実⾏
スイッチオーバー プロセスによって、テスト時とメンテナンス時のノンストップ オペレーションが実
現するだけでなく、コマンド1つでサイト障害からリカバリできます。

始める前に

• スイッチオーバーを実⾏する時点で、サバイバー サイトの少なくとも1つのノードが稼働している
必要があります。

• スイッチバック処理を実⾏する前に、設定の変更がすべて完了している必要があります。

これにより、ネゴシエート スイッチオーバーまたはスイッチバックの処理との競合が回避されま
す。

注 :  SnapMirrorとSnapVaultの設定は⾃動的に削除されます。

このタスクについて

metrocluster switchoverコマンドは、MetroCluster構成のすべてのDRグループのノードをスイッ
チオーバーします。たとえば、8ノードMetroCluster構成では、両⽅のDRグループのノードをスイッチ
オーバーします。

⼿順

1. metrocluster switchover  -forced-on-disaster trueコマンドを実⾏して、スイッチオーバーを
実施します。
この処理は、完了するまでに数分かかることがあります。

2. スイッチオーバーを続⾏するかどうかを尋ねられたら、「y」と⼊⼒します。
3. metrocluster operation showコマンドを実⾏して、スイッチオーバーが正常に完了したこと

を確認します。

mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
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 | 災害後の強制スイッチオーバーの実⾏ |

 Start time: 10/4/2012 19:04:13
State: in-progress

   End time: -
Errors: 

mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13

State: successful
   End time: 10/4/2012 19:04:22

Errors: -

スイッチオーバーが拒否された場合は、–override-vetoesオプションを指定してmetrocluster
switchover-forced-on-disaster trueコマンドを再実⾏できます。このオプション パラメータを使⽤
すると、スイッチオーバーを妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

次のタスク

スイッチオーバー後に、SnapMirror関係を再確⽴する必要があります。

MetroClusterスイッチオーバー後にstorage aggregate plex showコマンドの出
⼒が確定しない

MetroClusterのスイッチオーバー発⽣後にstorage aggregate plex showコマンドを実⾏すると、
スイッチオーバーされたルート アグリゲートのplex0のステータスが確定していないため、failedと
表⺬されます。この間、スイッチオーバーされたルートは更新されません。このプレックスの実際の
ステータスは、MetroClusterの修復フェーズ後に確定します。

スイッチオーバー後のNVFAIL状態のボリュームへのアクセス
スイッチオーバーが発⽣した場合は、volume modifyコマンドの-in-nvfailed-stateパラメータをリ
セットしてクライアントがデータにアクセスする制限を解除することにより、NVFAIL状態をクリアす
る必要があります。

始める前に
データベースまたはファイルシステムが実⾏されていない、または影響を受けたボリュームにアクセ
スしようとしていないことが必要です。

このタスクについて

-in-nvfailed-stateパラメータを設定するには、advanced権限が必要です。

⼿順

-in-nvfailed-stateパラメータをfalseに設定してvolume modifyコマンドを実⾏し、ボリュームをリ
カバリします。

次のタスク
データベース ファイルの有効性を調べる⽅法については、ご使⽤のデータベース ソフトウェアのマ
ニュアルを参照してください。

データベースでLUNが使⽤されている場合は、NVRAM障害後にホストからLUNにアクセスできるように
する⼿順を確認してください。

関連概念
NVFAILを使⽤したファイルシステム整合性の監視および保護（76ページ）
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正しいリカバリ⼿順の選択

MetroCluster構成で障害が発⽣したら、障害の範囲に応じて正しいリカバリ⼿順を選択する必要があり
ます。

次の表と例を使⽤して災害を評価し、適切なリカバリ⼿順を選択してください。

ディザスタ サイトでの障害の範囲 ⼿順

• コントローラ モジュールの障害
はなし

• 他のハードウェアで障害が発⽣し
た

コントローラ以外の障害からのリカバリ（66ページ）

• DRグループ内の複数のコント
ローラ モジュールの障害（その
他の障害あり、またはなし）

複数のコントローラまたはストレージの障害からのリカバ
リ（34ページ）

コントローラ モジュールの障害シナリオ：MetroCluster FCからMetroCluster IPへの移⾏時

移⾏中にサイト障害が発⽣した場合はリカバリ⼿順を使⽤できます。ただし、FCとIP両⽅のDRグルー
プが完全に設定された安定した混在構成にかぎります。metrocluster node showコマンドの出⼒
に、両⽅のDRグループと8つのノードがすべて表⺬される必要があります。

重要 :  障害がノードを追加または削除するプロセスの実⾏中に発⽣した場合は、必ず富⼠通の
サポートに問い合わせてください。

8ノードMetroCluster構成でのコントローラ モジュールの障害のシナリオ

1つのDRグループでの2台のコントローラ モジュールの障害

この障害の場合は、スイッチオーバーが必要です。マルチコントローラ モ
ジュールの障害からのリカバリ⼿順を使⽤できます。

複数のコントローラまたはストレージの障害からのリカバリ（34ページ）

このシナリオは、4ノードMetroCluster構成にも適⽤されます。
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 | 正しいリカバリ⼿順の選択 |

2つのDRグループにまたがる3台のコントローラ モジュールの障害

この障害の場合は、スイッチオーバーが必要です。マルチコントローラ モ
ジュールの障害からのリカバリ⼿順をDRグループ1に対して使⽤できます。

複数のコントローラまたはストレージの障害からのリカバリ（34ページ）

プラットフォーム固有のコントローラ モジュールのFRU交換⼿順をDRグルー
プ2に対して使⽤できます。

富⼠通マニュアル サイト
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 | 正しいリカバリ⼿順の選択 |

2ノードMetroCluster構成でのコントローラ モジュールの障害のシナリオ

使⽤する⼿順は、障害の範囲によって異なります。

• ストレージを交換する必要がない場合は、プラットフォーム モデルに対応したコントローラ モ
ジュールのFRU交換⼿順を使⽤することができます。

富⼠通マニュアル サイト
• ストレージの交換が必要な場合は、マルチコントローラ モジュールのリカバリ⼿順を使⽤できま

す。

複数のコントローラまたはストレージの障害からのリカバリ（34ページ）
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 | 複数のコントローラまたはストレージの障害からのリカバリ |

複数のコントローラまたはストレージの障害からのリカバ
リ

4ノード / 8ノードMetroCluster構成内のDRグループの⼀⽅のサイトのすべてのコントローラ モジュール
でコントローラの障害が発⽣した場合、またはストレージが交換された場合は、機器を交換し、ドラ
イブの所有権を再割り当てして、災害からリカバリする必要があります。

始める前に

• この⼿順を使⽤するかどうかを決定する前に、使⽤可能なリカバリ⼿順を確認しておく必要があり
ます。

正しいリカバリ⼿順の選択（30ページ）
• ディザスタ サイトをフェンシングしておく必要があります。

ディザスタ サイトのフェンシング
• スイッチオーバーを実⾏しておく必要があります。

強制スイッチオーバーの実⾏
• 交換⽤ドライブとコントローラ モジュールには、過去に所有権が割り当てられていない新品を使⽤

する必要があります。

このタスクについて

この⼿順の例では、2ノードまたは4ノードの構成を⺬します。8ノード構成（2つのDRグループ）の場
合は、追加のコントローラ モジュールの障害をすべて考慮し、必要なリカバリ タスクを実⾏する必要
があります。

この⼿順のワークフローは次のとおりです。

この⼿順は、移⾏中に障害が発⽣したシステムでリカバリを実⾏する場合にのみ使⽤できます。その
場合は、スイッチバックの準備⼿順で該当する⼿順を実⾏する必要があります。
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古いコントローラ モジュールのシステムIDとVLAN IDの確認
ディザスタ サイトですべてのハードウェアを交換したら、交換したコントローラ モジュールのシス
テムIDを確認する必要があります。古いシステムIDは、新しいコントローラ モジュールへのディスク
の再割り当てを⾏うときに必要です。システムのモデルがAX2100、AX2200、AX4100、HX2200、また
はHX6100の場合、MCC IPインターフェイスで使⽤されているVLAN IDも確認する必要があります。

始める前に

ディザスタ サイトにあるすべての機器の電源をオフにする必要があります。

このタスクについて

ここでは、2ノードと4ノードの構成の例を⺬します。8ノード構成の場合は、2つ⽬のDRグループの
ノードでの障害を考慮する必要があります。

2ノードMetroCluster構成の場合、各サイトの2つ⽬のコントローラ モジュールに関する説明は無視して
ください。

この⼿順の例は、以下の前提に基づいています。

• サイトAはディザスタ サイト
• node_A_1は障害発⽣後に完全に交換済み
• node_A_2は障害発⽣後に完全に交換済み

node_A_2が存在するのは4ノードMetroCluster構成のみ
• サイトBはサバイバー サイト
• node_B_1は健全
• node_B_2は健全

node_B_2が存在するのは4ノードMetroCluster構成のみ

各コントローラ モジュールの元々のシステムIDは次のとおりです。

MetroCluster構
成のノード数

ノード 元のシステムID

node_A_1 4068741258

node_A_2 4068741260

node_B_1 4068741254

4

node_B_2 4068741256

node_A_1 40687412582

node_B_1 4068741254
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⼿順

1. サバイバー サイトから、MetroCluster構成内のノードのシステムIDを表⺬します。

MetroCluster構成のノード数 使⽤するコマンド

4または8 metrocluster node show -fields
node-systemid,ha-partner-
systemid,dr-partner-systemid,dr-
auxiliary-systemid

2 metrocluster node show -fields
node-systemid,dr-partner-systemid

この4ノードMetroCluster構成の例では、次の古いシステムIDが取得されます。

• Node_A_1：4068741258
• Node_A_2：4068741260

古いコントローラ モジュールによって所有されていたディスクは、引き続きこれらの古いシステ
ムIDに所有されています。
metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid 

dr-group-id cluster    node node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid 
----------- ---------- --------  ------------- ------ ------------ ------ ------------ ------ -------------- 
1 Cluster_A  Node_A_1  4068741258    4068741260 4068741254 4068741256
1 Cluster_A  Node_A_2  4068741260    4068741258 4068741256 4068741254
1 Cluster_B  Node_B_1  -             -                   -                   -                     
1 Cluster_B  Node_B_2  -             -                   -                   -                     
4 entries were displayed.

この2ノードMetroCluster構成の例では、次の古いシステムIDが取得されます。

• Node_A_1：4068741258

古いコントローラ モジュールによって所有されていたディスクは、引き続きこの古いシステムIDに
所有されています。
metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid

dr-group-id cluster    node node-systemid dr-partner-systemid  
----------- ---------- --------  ------------- ------------  
1 Cluster_A  Node_A_1  4068741258    4068741254
1 Cluster_B  Node_B_1  -             -                              
2 entries were displayed.

2. ONTAP Mediatorサービスを使⽤したMetroCluster IP構成の場合は、ONTAP MediatorサービスのIPアド
レスを取得します。storage iscsi-initiator show -node * -label mediator

3. システムのモデルがAX2100、AX4100、HX2200、またはHX6100の場合は、VLAN IDを確認しま
す。metrocluster interconnect show

VLAN IDは、出⼒のAdapter列に表⺬されるアダプタ名に含まれています。
この例では、VLAN IDは120と130です。
metrocluster interconnect show

Mirror   Mirror
Partner Admin    Oper

Status  Adapter TypeNode Partner Name Type    Status      Status
---- ------------ ------- -------- ------- ------- ------ ------
Node_A_1 Node_A_2 HA enabled  online

e0a-120 iWARP  Up
e0b-130 iWARP  Up

Node_B_1 DR enabled  online
e0a-120 iWARP  Up
e0b-130 iWARP  Up

Node_B_2 AUX enabled  offline
e0a-120 iWARP  Up
e0b-130 iWARP  Up

Node_A_2 Node_A_1 HA enabled  online
e0a-120 iWARP  Up
e0b-130 iWARP  Up

Node_B_2 DR enabled  online
e0a-120 iWARP  Up
e0b-130 iWARP  Up

Node_B_1 AUX enabled  offline
e0a-120 iWARP  Up
e0b-130 iWARP  Up

12 entries were displayed.
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サバイバー サイトからの交換⽤ドライブの分離（MetroCluster IP構成）
MetroCluster iSCSIイニシエータ接続を停⽌して、サバイバー ノードから交換⽤ドライブをすべて分離す
る必要があります。

このタスクについて
この⼿順は、MetroCluster IP構成でのみ必要です。

⼿順

1. どちらかのサバイバー ノードのプロンプトで、advanced権限レベルに切り替えます。set -
privilege advanced

advancedモードで続けるかどうかを尋ねられたら、「y」と⼊⼒して応答する必要がありま
す。advancedモードのプロンプト（*>）が表⺬されます。

2. DRグループの両⽅のサバイバー ノードで、iSCSIイニシエータを切断します。storage iscsi-
initiator disconnect -node surviving-node -label *

このコマンドはサバイバー ノードごとに1回、計2回実⾏する必要があります。
次の例は、サイトBでイニシエータを切断するコマンドを⺬しています。

site_B::*> storage iscsi-initiator disconnect -node node_B_1 -label *
site_B::*> storage iscsi-initiator disconnect -node node_B_2 -label *

3. admin権限レベルに戻ります。set -privilege admin

コントローラ モジュールの設定の消去
MetroCluster構成で新しいコントローラ モジュールを使⽤する場合、使⽤前に設定を消去する必要があ
ります。

⼿順

1. 必要に応じて、ノードを停⽌してLOADERプロンプトを表⺬します。halt

2. LOADERプロンプトで、環境変数をデフォルト値に設定します。set-defaults

3. 環境を保存します。saveenvbye

4. LOADERプロンプトで、ブート メニューを起動します。boot_ontap menu

5. ブート メニューのプロンプトで、設定を消去します。wipeconfig

確認のプロンプトに「yes」と応答します。
ノードがリブートし、もう⼀度ブート メニューが表⺬されます。

6. ブート メニューで、オプション「5」を選択してシステムをメンテナンス モードでブートします。
確認のプロンプトに「yes」と応答します。
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新しいコントローラ モジュールのネットブート
新しいコントローラ モジュールのONTAPのバージョンが稼働しているコントローラ モジュールと異な
る場合は、新しいコントローラ モジュールをネットブートする必要があります。

始める前に

• HTTPサーバにアクセスできる必要があります。
• 使⽤するプラットフォームおよび実⾏しているONTAPのバージョンに必要なシステム ファイルをダ

ウンロードするために、製品添付のDVDにアクセスできる必要があります。

⼿順

1. 新しいコントローラをネットブートします。
a) 製品添付のDVD にアクセスして、システムのネットブートで使⽤するファイルをダウンロード

します。
b) 製品添付のDVDのダウンロード セクションから該当するONTAPソフトウェアをダウンロード

し、ontap-version_image.tgzファイルをWebからアクセスできるディレクトリに保存しま
す。

c) 保存先のディレクトリに移動し、必要なファイルがダウンロードされたことを確認します。

プラットフォーム モデル 操作

ETERNUS HX6100シリーズ システム ontap-version_image.tgzファイルの内
容をターゲット ディレクトリに展開します。
tar -zxvf ontap-version_image.tgz

注 :  Windowsで内容を展開する場合は、7-
ZipまたはWinRARを使⽤してネットブート イ
メージを展開します。ディレクトリの⼀覧に
カーネル ファイルを含むネットブート フォル
ダ（netboot/kernel）が表⺬されます。

ディレクトリの⼀覧にカーネル ファイルを含
むネットブート フォルダが表⺬されます。

netboot/kernel

その他すべてのシステム ディレクトリの⼀覧にカーネル ファイルを含
むネットブート フォルダが表⺬されます。

ontap-
version_image.tgz

ontap-version_image.tgz ファイルを展
開する必要はありません。

d) LOADERプロンプトで、管理LIFのネットブート接続を設定します。
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IPアドレス 操作

DHCP ⾃動接続を設定します。

ifconfig e0M -auto

固定 ⼿動接続を設定します。

ifconfig e0M -addr=ip_addr -
mask=netmask -gw=gateway

e) ネットブートを実⾏します。

プラットフォーム モデル 操作

ETERNUS HX 6100シリーズ システム netboot
http://web_server_ip/path_to_web-
accessible_directory/netboot/
kernel

その他すべてのシステム netboot
http://web_server_ip/path_to_web-
accessible_directory/ontap-
version_image.tgz

f) ブート メニューからオプション「(7) Install new software first」を選択し、新しいソフトウェア
イメージをブート デバイスにダウンロードしてインストールします。
"This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA
pair"というメッセージは無視します。これはソフトウェアの無停⽌アップグレードを対象と
したメッセージで、コントローラのアップグレードには該当しません。

g) ⼿順を続⾏するかどうかを確認するプロンプトが表⺬されたら「y」と⼊⼒し、パッ
ケージの⼊⼒を求めるプロンプトが表⺬されたらイメージ ファイルのURLを⼊⼒しま
す。 http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-
version_image.tgz

必要に応じてユーザ名とパスワードを⼊⼒するか、Enterキーを押して続⾏します。
h) 次のようなプロンプトが表⺬されたら、「n」と⼊⼒してバックアップ リカバリをスキップしま

す。

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n
i) 次のようなプロンプトが表⺬されたら、「y」と⼊⼒してリブートします。

The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to
reboot now? {y|n}

2. ブート メニューの「option 5」を選択し、メンテナンス モードに切り替えます。
3. 4ノードMetroCluster構成の場合は、もう⼀⽅の新しいコントローラ モジュールで同じ⼿順を繰り返

します。

交換⽤コントローラ モジュールのシステムIDの確認
ディザスタ サイトですべてのハードウェアを交換したら、新たに設置したストレージ コントローラ
モジュール（1台または複数台）のシステムIDを確認する必要があります。

このタスクについて

この⼿順は、交換⽤コントローラ モジュールを使⽤してメンテナンス モードで実⾏する必要がありま
す。
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ここでは、2ノードと4ノードの構成の例を⺬します。2ノード構成の場合、各サイトの2つ⽬のノード
に関する説明は無視してください。8ノード構成の場合は、2つ⽬のDRグループの追加のノードを考慮
する必要があります。この例で想定している状況は次のとおりです。

• サイトAはディザスタ サイト
• node_A_1は交換済み
• node_A_2は交換済み

4ノードMetroCluster構成にのみ存在します。
• サイトBはサバイバー サイト
• node_B_1は健全
• node_B_2は健全

4ノードMetroCluster構成にのみ存在します。

この⼿順の例で使⽤するコントローラのシステムIDは、次のとおりです。

MetroCluster構成の
ノード数

ノード 元のシステムID 新しいシステムID DRパートナーとして
ペアにするノード

node_A_1 4068741258 1574774970 node_B_1

node_A_2 4068741260 1574774991 node_B_2

node_B_1 4068741254 変更なし node_A_1

4

node_B_2 4068741256 変更なし node_A_2

node_A_1 4068741258 1574774970 node_B_12

node_B_1 4068741254 変更なし node_A_1

注 :  4ノードMetroCluster構成では、site_Aで最もシステムIDが⼩さいノードとsite_Bで最もシステムIDが
⼩さいノードが⾃動的にペアになってDRパートナーシップが設定されます。システムIDは変化するた
め、コントローラ交換後のDRペアが災害発⽣前と異なる場合があります。

上記の例では、ノードのペアは次のようになります。

• node_A_1（1574774970）がnode_B_1（4068741254）とペアになります。
• node_A_2（1574774991）がnode_B_2（4068741256）とペアになります。

⼿順

1. ノードをメンテナンス モードにして、各ノードからノードのローカル システムIDを表⺬しま
す。disk show
次の例では、新しいローカル システムIDは1574774970です。

*> disk show
 Local System ID: 1574774970
 ...

2. 2つ⽬のノードで同じ⼿順を繰り返します。

注 :  2ノードMetroCluster構成ではこの⼿順は不要です。

次の例では、新しいローカル システムIDは1574774991です。

*> disk show
 Local System ID: 1574774991
 ...
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コンポーネントのha-config状態の確認
MetroCluster構成では、コントローラ モジュールとシャーシ コンポーネントのha-config状態をmccまた
はmcc-2nに設定して、コンポーネントが適切にブートするようにする必要があります。

始める前に

システムをメンテナンス モードにする必要があります。

このタスクについて

このタスクは、新しいコントローラ モジュールごとに実⾏する必要があります。

⼿順

1. メンテナンス モードで、コントローラ モジュールとシャーシのHAの状態を表⺬します。ha-
config show

HAの正しい状態は、MetroCluster構成によって異なります。

MetroCluster構成のコントローラ数 すべてのコンポーネントのHAの正しい状態

8ノードまたは4ノードMetroCluster FC構成 mcc

2ノードMetroCluster FC構成 mcc-2n

MetroCluster IP構成 mccip

2. 表⺬されたコントローラのシステム状態が正しくない場合は、コントローラ モジュールのHAの状
態を設定します。

MetroCluster構成のコントローラ数 コマンド

8ノードまたは4ノードMetroCluster FC構成 ha-config modify controller mcc

2ノードMetroCluster FC構成 ha-config modify controller mcc-2n

MetroCluster IP構成 ha-config modify controller mccip

3. 表⺬されたシャーシのシステム状態が正しくない場合は、シャーシのHAの状態を設定します。

MetroCluster構成のコントローラ数 コマンド

8ノードまたは4ノードMetroCluster FC構成 ha-config modify chassis mcc

2ノードMetroCluster FC構成 ha-config modify chassis mcc-2n

MetroCluster IP構成 ha-config modify chassis mccip

4. 交換した他のノードに対し、同じ⼿順を繰り返します。

ディザスタ サイトでのスイッチバックの準備
スイッチバック処理の準備のための⼿順を実⾏する必要があります。実⾏する⼿順は、構成によって
異なります。

MetroCluster IP構成でのスイッチバックの準備
MetroCluster IP構成をスイッチバック処理に向けて準備するには、特定のタスクを実⾏する必要があり
ます。
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このタスクについて

MetroCluster IP構成に必要な環境変数の設定
MetroCluster IP構成では、イーサネット ポートのMetroClusterインターフェイスのIPアドレスを取得し、
そのアドレスを使⽤して交換⽤コントローラ モジュールのインターフェイスを設定する必要がありま
す。

このタスクについて

このタスクはMetroCluster IP構成でのみ必要です。

このタスクのコマンドは、サバイバー サイトのクラスタ プロンプトおよびディザスタ サイトのノー
ドのLOADERプロンプトから実⾏します。

⼿順内のノードは、MetroCluster IP接続に次のIPアドレスを使⽤します。

Node ポート IPアドレス

e5a 172.17.26.10node_A_1

e5b 172.17.27.10

e5a 172.17.26.11node_A_2

e5b 172.17.27.11

e5a 172.17.26.13node_B_1

e5b 172.17.27.13

e5a 172.17.26.12node_B_2

e5b 172.17.27.12

次の表は、ノードと各ノードのMetroCluster IPアドレスの関係をまとめたものです。

Node HAパートナー DRパートナー DR補助パートナー

node_A_1

• e5a: 172.17.26.10
• e5b: 172.17.27.10

node_A_2

• e5a: 172.17.26.11
• e5b: 172.17.27.11

node_B_1

• e5a: 172.17.26.13
• e5b: 172.17.27.13

node_B_2

• e5a: 172.17.26.12
• e5b: 172.17.27.12

node_A_2

• e5a: 172.17.26.11
• e5b: 172.17.27.11

node_A_1

• e5a: 172.17.26.10
• e5b: 172.17.27.10

node_B_2

• e5a: 172.17.26.12
• e5b: 172.17.27.12

node_B_1

• e5a: 172.17.26.13
• e5b: 172.17.27.13
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Node HAパートナー DRパートナー DR補助パートナー

node_B_1

• e5a: 172.17.26.13
• e5b: 172.17.27.13

node_B_2

• e5a: 172.17.26.12
• e5b: 172.17.27.12

node_A_1

• e5a: 172.17.26.10
• e5b: 172.17.27.10

node_A_2

• e5a: 172.17.26.11
• e5b: 172.17.27.11

node_B_2

• e5a: 172.17.26.12
• e5b: 172.17.27.12

node_B_1

• e5a: 172.17.26.13
• e5b: 172.17.27.13

node_A_2

• e5a: 172.17.26.11
• e5b: 172.17.27.11

node_A_1

• e5a: 172.17.26.10
• e5b: 172.17.27.10

次の表に、MetroCluster IPインターフェイスでVLAN IDを使⽤するプラットフォーム モデルを⺬しま
す。これらのモデルでは、デフォルト以外のVLAN IDを使⽤する場合、追加の⼿順が必要になることが
あります。

MetroCluster IPインターフェイスでVLAN IDを使⽤するプラットフォーム モデル

• AX2100
• AX2200
• AX4100

• HX2200
• HX6100

⼿順

1. サバイバー サイトから、ディザスタ サイトのMetroClusterインターフェイスのIPアドレスを収集し
ます。metrocluster configuration-settings connection show

必要なアドレスは、Destination Network Address列に表⺬されているDRパートナーのアド
レスです。

2. MetroCluster IPインターフェイスでVLAN IDを使⽤するシステム（上記のリストを参照）の場合、
またはデフォルト以外のVLAN IDを使⽤する場合は、サバイバー サイトからVLAN IDを確認しま
す。metrocluster configuration-settings interface show

VLAN IDは、出⼒のNetwork Address列に表⺬されます。
この例では、インターフェイスはVLAN ID 120のe0aとVLAN ID 130のe0bです。

Cluster-A::*> metrocluster configuration-settings interface show
DR Config
Group Cluster Node     Network Address Netmask         Gateway State
----- ------- ------- --------------- --------------- --------------- ---------
1    

cluster_A
node_A_1

Home Port: e0a-120
172.17.26.10  255.255.255.0  - completed

Home Port: e0b-130
172.17.27.10  255.255.255.0  - completed

3. ディザスタ サイトのノードでVLAN IDを使⽤している場合（上記のリストを参照）は、
ディザスタ サイトの各ノードのLOADERプロンプトで次のbootargを設定します。 setenv
bootarg.mcc.port_a_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-
IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-idsetenv
bootarg.mcc.port_b_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-
IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id

注 :  インターフェイスでデフォルトのVLANを使⽤している場合、vlan-idは必要ありません。

次のコマンドは、1つ⽬のネットワークにVLAN 120、2つ⽬のネットワークにVLAN 130を使⽤し
て、node_A_1の値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
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次のコマンドは、1つ⽬のネットワークにVLAN 120、2つ⽬のネットワークにVLAN 130を使⽤し
て、node_A_2の値を設定します。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130

次の例は、デフォルトのVLANを使⽤している場合のnode_A_1のコマンドを⺬しています。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12

次の例は、デフォルトのVLANを使⽤している場合のnode_A_2のコマンドを⺬しています。

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13

4. ディザスタ サイトのノードが前の⼿順で⺬したシステム以外の場合は、各ディザスタ ノー
ドのLOADERプロンプトで「local_IP/mask,gateway」の形式で次のbootargsを設定します。
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-
partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-addresssetenv
bootarg.mcc.port_b_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-
IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address
次のコマンドは、node_A_1の値を設定します。
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12

次のコマンドは、node_A_2の値を設定します。
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13

5. サバイバー サイトから、ディザスタ サイトのUUIDを収集します。metrocluster node show -
fields node-cluster-uuid, node-uuid

cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node     node-uuid                            node-cluster-uuid
----------- ----------- -------- ------------------------------------ ------------------------------
1 cluster_A   node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098

908039
1 cluster_A   node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098

908039
1 cluster_B   node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098

c9e55d
1 cluster_B   node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098

c9e55d
4 entries were displayed.
cluster_A::*>

Node UUID

cluster_B 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

cluster_A ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

6. 交換⽤ノードのLOADERプロンプトで、UUIDを設定します。 setenv
bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid partner-cluster-
UUIDsetenv bootarg.mgwd.cluster_uuid local-cluster-UUIDsetenv
bootarg.mcc.pri_partner_uuid DR-partner-node-UUIDsetenv
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bootarg.mcc.aux_partner_uuid DR-aux-partner-node-UUIDsetenv
bootarg.mcc_iscsi.node_uuid local-node-UUID

a) node_A_1のUUIDを設定します。
次の例は、node_A_1のUUIDを設定するコマンドを⺬しています。
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

b) node_A_2のUUIDを設定します。
次の例は、node_A_2のUUIDを設定するコマンドを⺬しています。
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

7. 元のシステムがADP⽤に設定されていた場合は、交換⽤ノードのLOADERプロンプトでADPを有効に
します。setenv bootarg.mcc.adp_enabled true

8. ONTAP 9.7を実⾏している場合は、交換⽤ノードのLOADERプロンプトで次の変数を有効にしま
す。setenv bootarg.mcc.lun_part true

9. 元のシステムがADP⽤に設定されていた場合は、交換⽤ノードのLOADERプロンプトで、元のシス
テムID（交換⽤コントローラ モジュールのシステムID以外）とノードのDRパートナーのシステ
ムIDを設定します。 setenv bootarg.mcc.local_config_id original-sysIDsetenv
bootarg.mcc.dr_partner dr_partner-sysID

古いコントローラ モジュールのシステムIDとVLAN IDの確認（36ページ）

a) node_A_1の変数を設定します。
次の例は、node_A_1のシステムIDを設定するコマンドを⺬しています。

• node_A_1の古いシステムIDは4068741258です。
• node_B_1のシステムIDは4068741254です。
setenv bootarg.mcc.local_config_id 4068741258
setenv bootarg.mcc.dr_partner 4068741254

b) node_A_2の変数を設定します。
次の例は、node_A_2のシステムIDを設定するコマンドを⺬しています。

• node_A_1の古いシステムIDは4068741260です。
• node_B_1のシステムIDは4068741256です。
setenv bootarg.mcc.local_config_id 4068741260
setenv bootarg.mcc.dr_partner 4068741256

ディザスタ サイトの機器の電源投⼊（MetroCluster IP構成）
ディザスタ サイトのディスク シェルフおよびMetroCluster IPスイッチ コンポーネントの電源をオンに
する必要があります。ディザスタ サイトのコントローラ モジュールでは、LOADERプロンプトが表⺬
されたままになります。

このタスクについて

この⼿順の例は、以下を想定しています。

• サイトAはディザスタ サイト
• サイトBはサバイバー サイト

⼿順

1. ディザスタ サイトのディスク シェルフの電源をオンにし、すべてのディスクが実⾏中であること
を確認します。

2. MetroCluster IPスイッチの電源をオンにします（オンになっていない場合）。
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IPスイッチの設定（MetroCluster IP構成）
交換したIPスイッチを設定する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、MetroCluster IP構成にのみ該当します。

両⽅のスイッチで実⾏する必要があります。最初のスイッチの設定後、サバイバー サイトでのスト
レージ アクセスに影響がないことを確認します。

注 :  サバイバー サイトでのストレージ アクセスに影響がある場合は、2つ⽬のスイッチの設定に進ま
ないでください。

⼿順

1. 交換⽤スイッチのケーブル接続と設定の⼿順については、MetroCluster IPインストールおよび設定
ガイドを参照してください。

MetroCluster®管理およびディザスタ リカバリガイド

次のセクションの⼿順を使⽤できます。

• IPスイッチのケーブル接続
• IPスイッチの設定

2. サバイバー サイトでISLが無効になっている場合は、ISLを有効にして、ISLがオンラインであること
を確認します。
a) 最初のスイッチでISLインターフェイスを有効にします。no shutdown

次の例は、Broadcom IPスイッチまたはCisco IPスイッチ⽤のコマンドを⺬しています。
b) パートナー スイッチでISLインターフェイスを有効にします。no shutdown

c) インターフェイスが有効になっていることを確認します。show interface brief
次の例は、Ciscoスイッチの出⼒例を⺬しています。

IP_switch_A_2(config)# show interface brief

--------------------------------------------------------
Port VRF Status IP Address Speed MTU
--------------------------------------------------------
mt0 -- up 10.10.99.10 100 1500
--------------------------------------------------------
Ethernet    VLAN Type Mode    Status Reason Speed   Port 
Interface Ch
#
--------------------------------------------------------
.
.
.
Eth1/15    10   eth   access  up none   40G(D)  -- 
Eth1/16    10   eth   access  up none   40G(D)  -- 
Eth1/17    10   eth   access  down   none   auto(D) -- 
Eth1/18    10   eth   access  down   none   auto(D) -- 
Eth1/19    10   eth   access  down   none   auto(D) --
Eth1/20    10   eth   access  down   none   auto(D) -- 
.
.
.
IP_switch_A_2#

次のタスク

MetroCluster IP構成でのスイッチバックの準備（42ページ）に進みます。
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リモート サイトへのストレージ接続の確認（MetroCluster IP構成）
交換したノードがサバイバー サイトのディスク シェルフに接続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

このタスクはディザスタ サイトの交換⽤ノードで実⾏します。

このタスクはメンテナンス モードで実⾏します。

⼿順

1. 元のシステムIDが所有するディスクを表⺬します。disk show -s old-system-ID

リモート ディスクは0mデバイスで認識されます。0mは、MetroCluster iSCSI接続を使⽤してディス
クが接続されていることを⺬します。リカバリ⼿順の後半でこれらのディスクを再割り当てする必
要があります。
*> disk show -s 4068741256
Local System ID: 1574774970

  DISK     OWNER                 POOL  SERIAL NUMBER   HOME                  DR HOME
---------- --------------------- ----- -------------   --------------------- ----------------------
0m.i0.0L11 node_A_2 (4068741256) Pool1 S396NA0HA02128  node_A_2 (4068741256) node_A_2  (4068741256)
0m.i0.1L38 node_A_2 (4068741256) Pool1 S396NA0J148778  node_A_2 (4068741256) node_A_2  (4068741256)
0m.i0.0L52 node_A_2 (4068741256) Pool1 S396NA0J148777  node_A_2 (4068741256) node_A_2  (4068741256)
...
...
NOTE: Currently 49 disks are unowned. Use 'disk show -n' for additional information.
*>

2. 同じ⼿順を他の交換⽤ノードでも実⾏します。

ディザスタ サイトのプール1ディスクのディスク所有権の再割り当て（MetroCluster IP構成）
ディザスタ サイトのどちらかまたは両⽅のコントローラ モジュールかNVRAMカードを交換した場
合、システムIDが変わっているため、ルート アグリゲートに属するディスクを交換⽤コントローラ モ
ジュールに再割り当てする必要があります。

このタスクについて

ノードがスイッチオーバー モードであるため、このタスクでは、ディザスタ サイトのプール1のルー
ト アグリゲートを含むディスクのみを再割り当てします。この時点で古いシステムIDに所有されてい
るのはこれらのディスクだけです。

このタスクはディザスタ サイトの交換⽤ノードで実⾏します。

このタスクはメンテナンス モードで実⾏します。

この例で想定している状況は次のとおりです。

• サイトAはディザスタ サイト
• node_A_1は交換済み
• node_A_2は交換済み
• サイトBはサバイバー サイト
• node_B_1は健全
• node_B_2は健全

新旧のシステムIDは、「新しいシステムIDの取得」で特定しました。

この⼿順の例で使⽤するコントローラのシステムIDは、次のとおりです。

ノード 元のシステムID 新しいシステムID

node_A_1 4068741258 1574774970

node_A_2 4068741260 1574774991

node_B_1 4068741254 変更なし
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ノード 元のシステムID 新しいシステムID

node_B_2 4068741256 変更なし

⼿順

1. メンテナンス モードの交換⽤ノードで、システムにADPが設定されているかどうかとONTAPのバー
ジョンに応じて、適切なコマンドを使⽤してルート アグリゲート ディスクを再割り当てします。
プロンプトが表⺬されたら、再割り当てを続⾏できます。

システムでのADPの使⽤の有無 ディスクの再割り当てに使⽤するコマンド

〇（ONTAP 9.8） disk reassign -s  old-system-ID  -d  new-
system-ID -r dr-partner-system-ID

〇（ONTAP 9.7.x） disk reassign -s  old-system-ID  -d  new-
system-ID -p old-partner-system-ID

× disk reassign -s  old-system-ID  -d  new-
system-ID

次の例は、ADP以外のシステムでのドライブの再割り当てを⺬しています。
*> disk reassign -s 4068741256 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to
 ensure disk reassignment is successful.
Do you want to continue (y/n)? y
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 537037643.
Do you want to continue (y/n)? y
disk reassign parameters: new_home_owner_id 537070473 , new_home_owner_name
Disk 0m.i0.3L14 will be reassigned.
Disk 0m.i0.1L6 will be reassigned.
Disk 0m.i0.1L8 will be reassigned.
Number of disks to be reassigned: 3

2. メールボックス ディスクの内容を破棄します。mailbox destroy local

プロンプトが表⺬されたら、破棄処理を続⾏できます。
次の例は、mailbox destroy localコマンドの出⼒を⺬しています。

*> mailbox destroy local
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes,
which clears any takeover state, removes all knowledge
of out-of-date plexes of mirrored volumes, and will prevent
management services from going online in 2-node cluster
HA configurations.
Are you sure you want to destroy the local mailboxes? y
...............Mailboxes destroyed.
*>

3. ディスクを交換した場合は、障害が発⽣したローカル プレックスを削除する必要があります。
a) アグリゲートのステータスを表⺬します。aggr status

次の例では、プレックスnode_A_1_aggr0/plex0で障害が発⽣しています。
*> aggr status
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.vol.mirror.degraded:ALERT]: Aggregate node_A_1_aggr0 is
   mirrored and one plex has failed. It is no longer protected by mirroring. 
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.debug:info]: Mirrored aggregate node_A_1_aggr0 has plex0 
   clean(-1), online(0) 
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.debug:info]: Mirrored aggregate node_A_1_aggr0 has plex2 
   clean(0), online(1) 
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.mirror.vote.noRecord1Plex:error]: WARNING: Only one plex 
   in aggregate node_A_1_aggr0 is available. Aggregate might contain stale data. 
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.debug:info]: volobj_mark_sb_recovery_aggrs: tree:
   node_A_1_aggr0 vol_state:1 mcc_dr_opstate: unknown
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.fsm.commitStateTransit:debug]: /node_A_1_aggr0 (VOL): 
   raid state change UNINITD -> NORMAL 
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.fsm.commitStateTransit:debug]: /node_A_1_aggr0 (MIRROR): 
   raid state change UNINITD -> DEGRADED 
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.fsm.commitStateTransit:debug]: /node_A_1_aggr0/plex0 
   (PLEX): raid state change UNINITD -> FAILED 
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.fsm.commitStateTransit:debug]: /node_A_1_aggr0/plex2 
   (PLEX): raid state change UNINITD -> NORMAL 
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Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.fsm.commitStateTransit:debug]: /node_A_1_aggr0/plex2/rg0 
   (GROUP): raid state change UNINITD -> NORMAL 
Aug 18 15:00:07 [node_B_1:raid.debug:info]: Topology updated for aggregate node_A_1_aggr0 
   to plex plex2 
*>

b) 障害プレックスを削除します。 aggr destroy plex-id

*> aggr destroy node_A_1_aggr0/plex0

4. ノードを停⽌してLOADERプロンプトを表⺬します。halt

5. ディザスタ サイトのもう⼀⽅のノードで、上記の⼿順を繰り返します。

MetroCluster IP構成の交換⽤コントローラ モジュールでのONTAPのブート
ディザスタ サイトの交換⽤ノードでONTAPオペレーティング システムをブートする必要があります。

このタスクについて

このタスクは、メンテナンス モードのディザスタ サイトのノードから開始します。

⼿順

1. いずれかの交換⽤ノードで、LOADERプロンプトを終了します。halt

2. ブート メニューを表⺬します。boot_ontap menu

3. ブート メニューからオプション6の[Update flash from backup config]を選択します。
システムが2回ブートします。続⾏するかどうかを尋ねられたら、「yes」と⼊⼒します。2回⽬の
ブート後、システムIDの不⼀致に関するプロンプトが表⺬されたら、「y」と⼊⼒する必要があり
ます。

注 :  交換⽤コントローラ モジュールのNVRAMの内容を消去していなかった場合、次のパニック
メッセージが表⺬される可能性があります。PANIC: NVRAM contents are invalid...

この場合は、システムをもう⼀度ONTAPプロンプトにブートしてください（boot_ontap
menu）。そのあとにルート リカバリを実⾏する必要があります。詳しくは富⼠通のサポートにお
問い合わせください。

続⾏の確認のプロンプト：

Selection (1-9)? 6

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

システムIDの不⼀致のプロンプト：

WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
 device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y

4. サバイバー サイトで、正しいパートナー システムIDがノードに適⽤されていることを確認しま
す。metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-
partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
この例では、次の新しいシステムIDが出⼒に表⺬されます。

• Node_A_1：1574774970
• Node_A_2：1574774991

ha-partner-systemid列に新しいシステムIDが表⺬されます。
metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid 

dr-group-id cluster    node node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid 
----------- ---------- --------  ------------- ------ ------------ ------ ------------ ------ -------------- 
1 Cluster_A  Node_A_1  1574774970    1574774991 4068741254 4068741256
1 Cluster_A  Node_A_2  1574774991    1574774970 4068741256 4068741254
1 Cluster_B  Node_B_1  -             -                   -                   -                     
1 Cluster_B  Node_B_2  -             -                   -                   -                     
4 entries were displayed.

5. パートナー システムIDが正しく設定されていない場合は、正しい値を⼿動で設定する必要がありま
す。
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a) ノードを停⽌して、LOADERプロンプトを表⺬します。
b) partner-sysID bootargの現在の値を確認します。printenv

c) 値を正しいパートナー システムIDに設定します。setenv partner-sysid partner-sysID

d) ノードをブートします。boot_ontap

e) 必要に応じて、もう⼀⽅のノードで上記の⼿順を繰り返します。
6. ディザスタ サイトの交換⽤ノードでスイッチバックの準備が完了していることを確認しま

す。metrocluster node show

交換⽤ノードはwaiting for switchback recoveryモードになっている必要がありま
す。normalモードになっている場合は、交換⽤ノードをリブートします。ブート後、ノード
はwaiting for switchback recoveryモードになります。
次の例は、交換⽤ノードでスイッチバックの準備が完了していることを⺬しています。
cluster_B::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- --------------------
1     cluster_B

node_B_1 configured enabled   switchover completed
node_B_2 configured enabled   switchover completed

cluster_A
node_A_1 configured enabled   waiting for switchback recovery
node_A_2 configured enabled   waiting for switchback recovery

4 entries were displayed.

cluster_B::>

7. MetroCluster接続の設定を確認します。metrocluster configuration-settings
connection show
設定状態がcompletedになっている必要があります。
cluster_B::*> metrocluster configuration-settings connection show
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------ ------------
1 cluster_B

node_B_2
Home Port: e5a

172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner   completed
Home Port: e5a

172.17.26.13    172.17.26.10    DR Partner   completed
Home Port: e5a

172.17.26.13    172.17.26.11    DR Auxiliary completed
Home Port: e5b

172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner   completed
Home Port: e5b

172.17.27.13    172.17.27.10    DR Partner   completed
Home Port: e5b

172.17.27.13    172.17.27.11    DR Auxiliary completed
node_B_1

Home Port: e5a
172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner   completed

Home Port: e5a
172.17.26.12    172.17.26.11    DR Partner   completed

Home Port: e5a
172.17.26.12    172.17.26.10    DR Auxiliary completed

Home Port: e5b
172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner   completed

Home Port: e5b
172.17.27.12    172.17.27.11    DR Partner   completed

Home Port: e5b
172.17.27.12    172.17.27.10    DR Auxiliary completed

cluster_A
node_A_2

Home Port: e5a
172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner   completed

Home Port: e5a
172.17.26.11    172.17.26.12    DR Partner   completed

Home Port: e5a
172.17.26.11    172.17.26.13    DR Auxiliary completed

Home Port: e5b
172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner   completed

Home Port: e5b
172.17.27.11    172.17.27.12    DR Partner   completed

Home Port: e5b
172.17.27.11    172.17.27.13    DR Auxiliary completed

node_A_1
Home Port: e5a

172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner   completed
Home Port: e5a

172.17.26.10    172.17.26.13    DR Partner   completed
Home Port: e5a

172.17.26.10    172.17.26.12    DR Auxiliary completed
Home Port: e5b

172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner   completed
Home Port: e5b
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172.17.27.10    172.17.27.13    DR Partner   completed
Home Port: e5b

172.17.27.10    172.17.27.12    DR Auxiliary completed
24 entries were displayed.

cluster_B::*>

8. ディザスタ サイトのもう⼀⽅のノードで、上記の⼿順を繰り返します。

サバイバー ノードからディザスタ サイトへの接続のリストア（MetroCluster IP構成）
MetroCluster iSCSIイニシエータ接続をサバイバー ノードからリストアする必要があります。

このタスクについて
この⼿順は、MetroCluster IP構成でのみ必要です。

⼿順

1. どちらかのサバイバー ノードのプロンプトで、advanced権限レベルに切り替えます。set -
privilege advanced

advancedモードで続けるかどうかを尋ねられたら、「y」と⼊⼒して応答する必要がありま
す。advancedモードのプロンプト（*>）が表⺬されます。

2. DRグループ内の両⽅のサバイバー ノードにiSCSIイニシエータを接続します。storage iscsi-
initiator connect -node surviving-node -label *
次の例は、サイトBのイニシエータを接続するコマンドを⺬しています。

site_B::*> storage iscsi-initiator connect -node node_B_1 -label *
site_B::*> storage iscsi-initiator connect -node node_B_2 -label *

3. admin権限レベルに戻ります。set -privilege admin

⾃動割り当ての確認またはプール0ドライブの⼿動割り当て
ADP⽤に設定されたシステムでは、プール0のドライブが⾃動的に割り当てられていることを確認する
必要があります。ADP⽤に設定されていないシステムでは、プール0のドライブを⼿動で割り当てる必
要があります。
ディザスタ サイトのADPシステム（MetroCluster IPシステム）でのプール0ドライブの割り当て確認
ディザスタ サイトでドライブを交換し、システムがADP⽤に設定されている場合は、リモート ドライ
ブがノードから認識され、正しく割り当てられていることを確認する必要があります。

⼿順

プール0のドライブが⾃動的に割り当てられていることを確認します。disk show

ディザスタ サイトの⾮ADPシステムでのプール0ドライブの割り当て（MetroCluster IP構成）
ドライブを交換したディザスタ サイトでシステムがADP⽤に設定されていない場合は、新しいドライ
ブをプール0に⼿動で割り当てる必要があります。

このタスクについて

ADPシステムのドライブは⾃動的に割り当てられます。

⼿順

1. ディザスタ サイトの⼀⽅の交換⽤ノードで、プール0のドライブを再割り当てします。storage
disk assign -n number-of-replacement disks -p 0

このコマンドは、ディザスタ サイトに新しく追加された所有権が未設定のドライブを割り当て
ます。災害発⽣前にノードに割り当てられていたドライブと同じ数および同じ（またはそれ以上
の）サイズのドライブを割り当てる必要があります。さらに詳細なドライブの割り当てについて
は、storage disk assignのマニュアル ページを参照してください。

2. ディザスタ サイトのもう⼀⽅の交換⽤ノードでこの⼿順を繰り返します。
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サバイバー サイトでのプール1ドライブの割り当て（MetroCluster IP構成）
ドライブを交換したディザスタ サイトでシステムがADP⽤に設定されていない場合は、サバイバー サ
イトで、ディザスタ サイトにあるリモート ドライブをサバイバー ノードのプール1に⼿動で割り当て
る必要があります。割り当てるドライブの数を特定する必要があります。

このタスクについて

ADPシステムのドライブは⾃動的に割り当てられます。

⼿順

サバイバー サイトで、最初のノードのプール1（リモート）のドライブを割り当てます。storage
disk assign -n number-of-replacement disks -p 1 0m*

このコマンドは、ディザスタ サイトに新しく追加された所有権が未設定のドライブを割り当てます。
次のコマンドは、22本のドライブを割り当てます。

cluster_B::> storage disk assign -n 22 -p 1 0m*

サバイバー サイトが所有する障害プレックスの削除（MetroCluster IP構成）
ハードウェアを交換してディスクを割り当てたあとで、障害が発⽣したリモート プレックスを削除す
る必要があります。このリモート プレックスはサバイバー サイトのノードが所有していますが、ディ
ザスタ サイトにあります。

このタスクについて

以下の⼿順はサバイバー クラスタで実⾏します。

⼿順

1. ローカル アグリゲートを特定します。storage aggregate show -is-home true

cluster_B::> storage aggregate show -is-home true

cluster_B Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
node_B_1_aggr0 1.49TB  74.12GB 95% online       1 node_B_1 raid4,

mirror
degraded

node_B_2_aggr0 1.49TB  74.12GB 95% online 1 node_B_2 raid4,
mirror
degraded

node_B_1_aggr1 2.99TB  2.88TB   3% online 15 node_B_1 raid_dp,
mirror
degraded

node_B_1_aggr2 2.99TB  2.91TB   3% online 14 node_B_1 raid_tec,
mirror
degraded

node_B_2_aggr1 2.95TB  2.80TB   5% online 37 node_B_2 raid_dp,
mirror
degraded

node_B_2_aggr2 2.99TB  2.87TB   4% online 35 node_B_2 raid_tec,
mirror
degraded

6 entries were displayed.

cluster_B::>

2. 障害が発⽣したリモート プレックスを特定します。storage aggregate plex show
次の例では、リモートの（plex0ではない）プレックス（ステータスはfailed）を呼び出します。
cluster_B::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,Plex,pool
aggregate    plex  status is-online pool
------------ ----- ------------- --------- ----
node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true 0
node_B_1_aggr0 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr0 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true 0
node_B_1_aggr1 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
node_B_1_aggr2 plex0 normal,active true 0
node_B_1_aggr2 plex1 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr1 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
node_B_2_aggr2 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr2 plex1 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
node_A_1_aggr1 plex0 failed,inactive false  -
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node_A_1_aggr1 plex4 normal,active true 1
node_A_1_aggr2 plex0 failed,inactive false  -
node_A_1_aggr2 plex1 normal,active true 1
node_A_2_aggr1 plex0 failed,inactive false  -
node_A_2_aggr1 plex4 normal,active true 1
node_A_2_aggr2 plex0 failed,inactive false  -
node_A_2_aggr2 plex1 normal,active true 1
20 entries were displayed.

cluster_B::>

3. それぞれの障害プレックスをオフラインにしてから削除します。
a) 障害プレックスをオフラインにします。storage aggregate plex offline -aggregate

aggregate-name -plex plex-id
次の例では、アグリゲートnode_B_2_aggr1/plex1をオフラインにします。

cluster_B::> storage aggregate plex offline -aggregate node_B_1_aggr0 -
plex plex4

Plex offline successful on plex: node_B_1_aggr0/plex4
b) 障害プレックスを削除します。storage aggregate plex delete -aggregate

aggregate-name -plex plex-id

プロンプトが表⺬されたら、プレックスを破棄できます。
次の例では、プレックスnode_B_2_aggr1/plex1を削除します。
cluster_B::> storage aggregate plex delete -aggregate  node_B_1_aggr0 -plex plex4

Warning: Aggregate "node_B_1_aggr0" is being used for the local management root
volume or HA partner management root volume, or has been marked as
the aggregate to be used for the management root volume after a
reboot operation. Deleting plex "plex4" for this aggregate could lead
to unavailability of the root volume after a disaster recovery
procedure. Use the "storage aggregate show -fields
has-mroot,has-partner-mroot,root" command to view such aggregates.

Warning: Deleting plex "plex4" of mirrored aggregate "node_B_1_aggr0" on node
"node_B_1" in a MetroCluster configuration will disable its
synchronous disaster recovery protection. Are you sure you want to
destroy this plex? {y|n}: y

[Job 633] Job succeeded: DONE

cluster_B::>

障害プレックスごとに上記の⼿順を繰り返す必要があります。
4. プレックスが削除されたことを確認します。storage aggregate plex show -fields

aggregate,status,is-online,plex,pool

cluster_B::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-
online,Plex,pool
aggregate    plex  status is-online pool
------------ ----- ------------- --------- ----
node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true 0
node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true 0
node_B_1_aggr2 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr2 plex0 normal,active true 0
node_A_1_aggr1 plex0 failed,inactive false  -
node_A_1_aggr1 plex4 normal,active true 1
node_A_1_aggr2 plex0 failed,inactive false  -
node_A_1_aggr2 plex1 normal,active true 1
node_A_2_aggr1 plex0 failed,inactive false  -
node_A_2_aggr1 plex4 normal,active true 1
node_A_2_aggr2 plex0 failed,inactive false  -
node_A_2_aggr2 plex1 normal,active true 1
14 entries were displayed.

cluster_B::>

5. スイッチオーバーされたアグリゲートを特定します。storage aggregate show -is-home
false

storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,plex,poolコ
マンドを使⽤して、plex0のスイッチオーバーされたアグリゲートを特定することもできます。こ
のようなアグリゲートのステータスは、failed, inactiveになります。
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次のコマンドは、4つのスイッチオーバーされたアグリゲートを表⺬します。

• node_A_1_aggr1
• node_A_1_aggr2
• node_A_2_aggr1
• node_A_2_aggr2

cluster_B::> storage aggregate show -is-home false

cluster_A Switched Over Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
node_A_1_aggr1 2.12TB  1.88TB   11% online      91 node_B_1 raid_dp,

mirror
degraded

node_A_1_aggr2 2.89TB  2.64TB    9% online 90 node_B_1 raid_tec,
mirror
degraded

node_A_2_aggr1 2.12TB  1.86TB   12% online 91 node_B_2 raid_dp,
mirror
degraded

node_A_2_aggr2 2.89TB  2.64TB    9% online 90 node_B_2 raid_tec,
mirror
degraded

4 entries were displayed.

cluster_B::>

6. スイッチオーバーされたプレックスを特定します。storage aggregate plex show -fields
aggregate,status,is-online,Plex,pool

ステータスがfailed, inactiveのプレックスを特定する必要があります。
次のコマンドは、4つのスイッチオーバーされたアグリゲートを表⺬します。

cluster_B::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,Plex,pool
aggregate    plex  status is-online pool
------------ ----- ------------- --------- ----
node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true 0
node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true 0
node_B_1_aggr2 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr2 plex0 normal,active true 0
node_A_1_aggr1 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
node_A_1_aggr1 plex4 normal,active true 1
node_A_1_aggr2 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
node_A_1_aggr2 plex1 normal,active true 1
node_A_2_aggr1 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
node_A_2_aggr1 plex4 normal,active true 1
node_A_2_aggr2 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
node_A_2_aggr2 plex1 normal,active true 1
14 entries were displayed.

cluster_B::>

7. 障害プレックスを削除します。storage aggregate plex delete -aggregate
node_A_1_aggr1 -plex plex0

プロンプトが表⺬されたら、プレックスを破棄できます。
次の例では、プレックスnode_A_1_aggr1/plex0を削除します。
cluster_B::> storage aggregate plex delete -aggregate node_A_1_aggr1 -plex plex0

Warning: Aggregate "node_A_1_aggr1" hosts MetroCluster metadata volume
"MDV_CRS_e8457659b8a711e78b3b00a0988fe74b_A". Deleting plex "plex0"
for this aggregate can lead to the failure of configuration
replication across the two DR sites. Use the "volume show -vserver
<admin-vserver> -volume MDV_CRS*" command to verify the location of
such volumes.

Warning: Deleting plex "plex0" of mirrored aggregate "node_A_1_aggr1" on node
"node_A_1" in a MetroCluster configuration will disable its
synchronous disaster recovery protection. Are you sure you want to
destroy this plex? {y|n}: y

[Job 639] Job succeeded: DONE

cluster_B::>

障害アグリゲートごとに上記の⼿順を繰り返す必要があります。
8. サバイバー サイトに障害プレックスが残っていないことを確認します。
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次の出⼒は、すべてのプレックスがオンラインであり、ステータスが「normal, active」であること
を⺬しています。

cluster_B::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-
online,Plex,pool
aggregate    plex  status is-online pool
------------ ----- ------------- --------- ----
node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true 0
node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr2 plex0 normal,active true 0
node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true 0
node_B_2_aggr2 plex0 normal,active true 0
node_A_1_aggr1 plex4 normal,active true 1
node_A_1_aggr2 plex1 normal,active true 1
node_A_2_aggr1 plex4 normal,active true 1
node_A_2_aggr2 plex1 normal,active true 1
10 entries were displayed.

cluster_B::>

アグリゲートの修復とミラーのリストア（MetroCluster IP構成）
すべてのONTAPバージョンで、その後、アグリゲートがミラーされたことを確認し、必要に応じてミ
ラーリングを再開します。

このタスクについて

以下の⼿順はサバイバー クラスタで実⾏します。

⼿順

1. ONTAP 9.7以降を使⽤している場合は、⾃動修復が正常に完了したことを確認する必要がありま
す。
a) heal-aggr-autoとheal-root-aggr-autoの処理が完了したことを確認します。metrocluster

operation history show
次の出⼒は、これらの処理がcluster_Aで正常に完了したことを⺬しています。
cluster_B::*> metrocluster operation history show
Operation                     State          Start Time       End Time
----------------------------- -------------- ---------------- ----------------
heal-root-aggr-auto successful 2/25/2019 06:45:58

2/25/2019 06:46:02
heal-aggr-auto successful 2/25/2019 06:45:48

2/25/2019 06:45:52
.
.
.

b) ディザスタ サイトでスイッチバックの準備が完了していることを確認します。metrocluster
node show
次の出⼒は、これらの処理がcluster_Aで正常に完了したことを⺬しています。
cluster_B::*> metrocluster node show
DR                          Configuration  DR
Group Cluster Node          State          Mirroring Mode
----- ------- ------------- -------------- --------- --------------------
1     cluster_A

node_A_1 configured enabled   heal roots completed
node_A_2 configured enabled   heal roots completed

cluster_B
node_B_1 configured enabled   waiting for switchback recovery
node_B_2 configured enabled   waiting for switchback recovery

4 entries were displayed.

2. ディスクを交換した場合は、ローカルのスイッチオーバーされたアグリゲートをミラーする必要が
あります。
a) アグリゲートを表⺬します。storage aggregate show

cluster_B::> storage aggregate show
cluster_B Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
node_B_1_aggr0 1.49TB  74.12GB   95% online     1 node_B_1 raid4,

normal
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node_B_2_aggr0 1.49TB  74.12GB   95% online 1 node_B_2 raid4,
normal

node_B_1_aggr1 3.14TB  3.04TB    3% online 15 node_B_1 raid_dp,
normal

node_B_1_aggr2 3.14TB  3.06TB    3% online 14 node_B_1 raid_tec,
normal

node_B_1_aggr1 3.14TB  2.99TB    5% online 37 node_B_2 raid_dp,
normal

node_B_1_aggr2 3.14TB  3.02TB    4% online 35 node_B_2 raid_tec,
normal

cluster_A Switched Over Aggregates:
Aggregate Size Available Used% State   #Vols  Nodes RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
node_A_1_aggr1 2.36TB  2.12TB   10% online 91 node_B_1 raid_dp,

normal
node_A_1_aggr2 3.14TB  2.90TB    8% online 90 node_B_1 raid_tec,

normal
node_A_2_aggr1 2.36TB  2.10TB   11% online 91 node_B_2 raid_dp,

normal
node_A_2_aggr2 3.14TB  2.89TB    8% online 90 node_B_2 raid_tec,

normal
12 entries were displayed.

cluster_B::>

b) アグリゲートをミラーします。storage aggregate mirror -aggregate aggregate-
name
次の出⼒は、⼀般的なミラー処理を⺬しています。
cluster_B::> storage aggregate mirror -aggregate node_B_1_aggr1

Info: Disks would be added to aggregate "node_B_1_aggr1" on node "node_B_1" in
the following manner:

Second Plex

RAID Group rg0, 6 disks (block checksum, raid_dp)
Position   Disk Type Size
---------- ------------------------- ---------- ---------------
dparity    5.20.6 SSD -
parity 5.20.14 SSD -
data 5.21.1 SSD 894.0GB
data 5.21.3 SSD 894.0GB
data 5.22.3 SSD 894.0GB
data 5.21.13 SSD 894.0GB

Aggregate capacity available for volume use would be 2.99TB.

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

c) サバイバー サイトの各アグリゲートについて同じ⼿順を繰り返します。
d) アグリゲートが再同期されるまで待ちます。ステータスはstorage aggregate showコマン

ドで確認できます。
次の出⼒は、複数のアグリゲートが再同期中であることを⺬しています。
cluster_B::> storage aggregate show

cluster_B Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
node_B_1_aggr0 1.49TB  74.12GB   95% online     1 node_B_1 raid4,

mirrored,
normal

node_B_2_aggr0 1.49TB  74.12GB   95% online 1 node_B_2 raid4,
mirrored,
normal

node_B_1_aggr1 2.86TB  2.76TB    4% online 15 node_B_1 raid_dp,
resyncing

node_B_1_aggr2 2.89TB  2.81TB    3% online 14 node_B_1 raid_tec,
resyncing

node_B_2_aggr1 2.73TB  2.58TB    6% online 37 node_B_2 raid_dp,
resyncing

node_B-2_aggr2 2.83TB  2.71TB    4% online 35 node_B_2 raid_tec,
resyncing

cluster_A Switched Over Aggregates:
Aggregate Size Available Used% State   #Vols  Nodes RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
node_A_1_aggr1 1.86TB  1.62TB   13% online 91 node_B_1 raid_dp,

resyncing
node_A_1_aggr2 2.58TB  2.33TB   10% online 90 node_B_1 raid_tec,

resyncing
node_A_2_aggr1 1.79TB  1.53TB   14% online 91 node_B_2 raid_dp,

resyncing
node_A_2_aggr2 2.64TB  2.39TB    9% online 90 node_B_2 raid_tec,

resyncing
12 entries were displayed.

e) すべてのアグリゲートが再同期されてオンラインになっていることを確認します。storage
aggregate plex show
次の出⼒は、すべてのアグリゲートが再同期されたことを⺬しています。
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cluster_A::> storage aggregate plex show
  ()

Is Is Resyncing
Aggregate Plex Online  Resyncing    Percent Status
--------- --------- ------- ---------- --------- ---------------
node_B_1_aggr0 plex0 true    false - normal,active
node_B_1_aggr0 plex8 true    false - normal,active
node_B_2_aggr0 plex0 true    false - normal,active
node_B_2_aggr0 plex8 true    false - normal,active
node_B_1_aggr1 plex0 true    false - normal,active
node_B_1_aggr1 plex9 true    false - normal,active
node_B_1_aggr2 plex0 true    false - normal,active
node_B_1_aggr2 plex5 true    false - normal,active
node_B_2_aggr1 plex0 true    false - normal,active
node_B_2_aggr1 plex9 true    false - normal,active
node_B_2_aggr2 plex0 true    false - normal,active
node_B_2_aggr2 plex5 true    false - normal,active
node_A_1_aggr1 plex4 true    false - normal,active
node_A_1_aggr1 plex8 true    false - normal,active
node_A_1_aggr2 plex1 true    false - normal,active
node_A_1_aggr2 plex5 true    false - normal,active
node_A_2_aggr1 plex4 true    false - normal,active
node_A_2_aggr1 plex8 true    false - normal,active
node_A_2_aggr2 plex1 true    false - normal,active
node_A_2_aggr2 plex5 true    false - normal,active
20 entries were displayed.

3. ルート アグリゲートの修復が完了し、ディザスタ サイトでスイッチバックの準備が完了している
ことを確認します。
次の出⼒は、cluster_Aでルートの修復フェーズが完了したことを⺬しています。
cluster_B::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- --------------------
1     cluster_A

node_A_1 configured enabled   heal roots completed
node_A_2 configured enabled   heal roots completed

cluster_B
node_B_1 configured enabled   waiting for switchback recovery
node_B_2 configured enabled   waiting for switchback recovery

4 entries were displayed.

cluster_B::>

次のタスク

交換したノードのライセンスの確認に進みます。

交換したノードのライセンスの確認（59ページ）

FabricPool構成のオブジェクト ストアの再構築
FabricPoolミラーのオブジェクト ストアの1つがMetroClusterディザスタ サイトと同じ場所にあり破損し
た場合は、そのオブジェクト ストアとFabricPoolミラーを再構築する必要があります。

このタスクについて

• オブジェクト ストアがリモートにある場合は、MetroClusterサイトが破損してもオブジェクト スト
アを再構築する必要はなく、オブジェクト ストアの元の設定とコールド データの内容は保持され
ます。

• FabricPool構成の詳細については、ディスクとアグリゲート パワー ガイドを参照してください。

ディスクとアグリゲート パワー ガイド

.
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⼿順

ディスクとアグリゲート パワー ガイドの「MetroCluster構成でのFabricPoolミラーの置き換え」の⼿順
を実⾏します。

ディスクとアグリゲート パワー ガイド

交換したノードのライセンスの確認
障害ノードが標準（ノード ロック）ライセンスを必要とするONTAP機能を使⽤していた場合は、交換
ノード⽤の新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使⽤する機能で
は、クラスタ内の各ノードにその機能⽤のキーが必要です。

このタスクについて

ライセンス キーをインストールするまでの間も、標準ライセンスを必要とする機能を交換⽤ノードで
引き続き使⽤できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でその障害ノードにしかな
かった場合、機能の設定を変更することはできません。また、ライセンスされていない機能をノード
で使⽤するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早く交換⽤ノードにライセン
ス キーをインストールする必要があります。

ライセンス キーは28⽂字の形式です。

ライセンス キーは90⽇以内にインストールする必要があります。この猶予期間が終了すると、古いラ
イセンスはすべて無効になります。有効なライセンス キーをインストールしたら、24時間以内にすべ
てのキーをインストールする必要があります。

⼿順

1. ノードのライセンスを特定します。license show
次の例は、システム内のライセンスに関する情報を表⺬します。
cluster_B::>  license show

(system license show)

Serial Number: 1-80-00050
Owner: site1-01
Package Type Description Expiration
------- ------- ------------- -----------
Base license Cluster Base License -
NFS site NFS License -
CIFS site CIFS License -
iSCSI site iSCSI License -  
FCP site FCP License -
FlexClone site FlexClone License -

6 entries were displayed.

2. スイッチバック後のノードのライセンスに問題がないことを確認します。metrocluster check
license show
次の例は、ノードのライセンスに問題がないことを表⺬します。
cluster_B::> metrocluster check license show

Cluster Check Result
------- ------- -------------
Cluster_B negotiated-switchover-ready not-applicable
NFS switchback-ready not-applicable    
CIFS job-schedules ok
iSCSI licenses ok
FCP periodic-check-enabled ok

3. 新しいライセンス キーが必要な場合は、製品添付のDVDの[My Support]セクションにある[Software
licenses]で、交換⽤のライセンス キーを⼊⼿してください。

注 :  必要な新しいライセンス キーが⾃動的に⽣成され、Eメールで送信されます。ライセンス キー
が記載されたEメールが30⽇以内に届かない場合は、富⼠通のサポートにお問い合わせください。

4. 各ライセンス キーをインストールします。system license add -license-code license-
key, license-key...

5. 必要に応じて、古いライセンスを削除します。
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a) 未使⽤のライセンスがあるかどうかを確認します。license clean-up -unused -
simulate

b) リストに間違いがなければ、未使⽤のライセンスを削除します。license clean-up -
unused

スイッチバックの実⾏
MetroCluster構成の修復が完了したら、MetroClusterのスイッチバック処理を実⾏できま
す。MetroClusterのスイッチバック処理を実⾏すると、構成が通常の動作状態に戻ります。ディザスタ
サイトにある同期元のStorage Virtual Machine（SVM）がアクティブになり、ローカル ディスク プール
からデータを提供します。

始める前に

• ディザスタ クラスタからサバイバー クラスタへのスイッチオーバーが正常に完了している必要が
あります。

• データ アグリゲートとルート アグリゲートに対して修復が実⾏されている必要があります。
• サバイバー クラスタ ノードがHAフェイルオーバー状態ではない（各HAペアのすべてのノードが稼

働中である）必要があります。
• ディザスタ サイトのコントローラ モジュールが完全にブートしていること、およびHAテイクオー

バー モードでないことが必要です。
• ルート アグリゲートがミラーされている必要があります。
• スイッチ間リンク（ISL）がオンラインになっている必要があります。
• 必要なライセンスがシステムにインストールされている必要があります。

注 :  リカバリ サイトによるスイッチバック処理の実⾏には数時間かかることがあります。

⼿順

1. すべてのノードが有効な（enabled）状態であることを確認します。metrocluster node show
次の例は、ノードが有効な状態であることを⺬しています。
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                        Configuration  DR
Group Cluster Node        State          Mirroring Mode
----- ------- ----------- -------------- --------- --------------------
1     cluster_A

node_A_1    configured enabled   heal roots completed
node_A_2    configured enabled   heal roots completed

cluster_B
node_B_1    configured enabled   waiting for switchback recovery
node_B_2    configured enabled   waiting for switchback recovery

4 entries were displayed.

2. すべてのSVMで再同期が完了していることを確認します。metrocluster vserver show

3. 修復処理で実⾏されるLIFの⾃動移⾏が完了していることを確認します。metrocluster check
lif show

4. サバイバー クラスタ内の任意のノードからmetrocluster switchbackコマンドを実⾏して、ス
イッチバックを実⾏します。

5. スイッチバック処理の進捗を確認します。metrocluster show

出⼒にwaiting-for-switchbackと表⺬された場合、スイッチバック処理はまだ進⾏中です。

cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B Configuration state configured

Mode                switchover
AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A Configuration state configured
Mode waiting-for-switchback
AUSO Failure Domain -
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出⼒にnormalと表⺬された場合、スイッチバック処理は完了しています。

cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B Configuration state configured

Mode                normal
AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A Configuration state configured
Mode                normal
AUSO Failure Domain -

スイッチバックの完了に時間がかかっている場合は、metrocluster config-replication
resync-status showコマンドを使⽤して進⾏中のベースライン転送のステータスを確認できま
す。このコマンドは、advanced権限レベルで実⾏します。

6. SnapMirror構成またはSnapVault構成があれば、再確⽴します。

スイッチバックの成功確認
スイッチバックを実⾏したあとに、すべてのアグリゲートとStorage Virtual Machine（SVM）がスイッチ
バックされてオンラインになっていることを確認します。

⼿順

1. スイッチオーバーされたデータ アグリゲートがスイッチバックされたことを確認しま
す。storage aggregate show
次の例では、ノードB2のaggr_b2がスイッチバックされています。
node_B_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 node_B_2   raid_dp,

mirrored,
normal

node_A_1::> aggr show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
...
aggr_b2          -         -     - unknown      - node_A_1

ディザスタ サイトに含まれていたミラーされていないアグリゲートが現在は存在しない場
合、storage aggregate showコマンドの出⼒でそのアグリゲートのStateがunknownと表⺬
されることがあります。ミラーされていないアグリゲートの古いエントリを削除する場合は、富⼠
通のサポートにお問い合わせください。

2. サバイバー クラスタにあるすべての同期先SVMが休⽌状態（Admin Stateがstopped）であ
り、ディザスタ クラスタにある同期元SVMが稼働していることを確認します。vserver show -
subtype sync-source

node_B_1::> vserver show -subtype sync-source
Admin Root Name    Name

Vserver     Type    Subtype    State      Volume     Aggregate Service Mapping
----------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- -------
...
vs1a data    sync-source

running    vs1a_vol   node_B_2 file    file
aggr_b2

node_A_1::> vserver show -subtype sync-destination 
Admin      Root                         Name    Name

Vserver Type    Subtype    State      Volume     Aggregate  Service Mapping
----------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- -------
...
cluster_A-vs1a-mc  data    sync-destination

stopped    vs1a_vol   sosb_ file    file
aggr_b2

MetroCluster構成の同期先アグリゲートの名前には、識別しやすいようにサフィックス「-mc」が⾃
動的に付加されます。
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3. metrocluster operation showコマンドを使⽤して、スイッチバック処理が成功したことを確
認します。

出⼒内容 操作

スイッチバック処理の状態が「successful」であ
る

スイッチバック処理は完了しており、システム
の操作を続⾏できます。

スイッチバック処理またはスイッチバック継続
エージェントの処理が「partially successful」で
ある

metrocluster operation showコマンドの
出⼒で推奨されている修正を実⾏します。

次のタスク

上記の⼿順を繰り返して、逆⽅向へのスイッチバックを実⾏する必要があります。site_Aがsite_Bのス
イッチオーバーを⾏った場合は、site_Bでsite_Aのスイッチオーバーを⾏います。

交換⽤ノードのルート アグリゲートのミラーリング
ディスクを交換した場合は、ディザスタ サイトで新しいノードのルート アグリゲートをミラーする必
要があります。

⼿順

1. ディザスタ サイトで、ミラーされていないアグリゲートを特定します。storage aggregate
show

cluster_A::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
node_A_1_aggr0

1.49TB   74.12GB   95% online 1 node_A_1 raid4,
normal

node_A_2_aggr0
1.49TB   74.12GB   95% online 1 node_A_2 raid4,

normal
node_A_1_aggr1  

1.49TB   74.12GB   95% online 1 node_A_1 raid 4, normal
mirrored

node_A_2_aggr1  
1.49TB   74.12GB   95% online 1 node_A_2 raid 4, normal

mirrored
4 entries were displayed.

cluster_A::>

2. ⼀⽅のルート アグリゲートをミラーします。 storage aggregate mirror -aggregate
root-aggregate
次の例では、アグリゲートをミラーするコマンドによってディスクが選択され、確認を求めるプロ
ンプトが表⺬されています。
cluster_A::> storage aggregate mirror -aggregate node_A_2_aggr0

Info: Disks would be added to aggregate "node_A_2_aggr0" on node "node_A_2" in
the following manner:

Second Plex

RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid4)
Position   Disk Type Size
---------- ------------------------- ---------- ---------------
parity 2.10.0 SSD -
data 1.11.19 SSD 894.0GB
data 2.10.2 SSD 894.0GB

Aggregate capacity available for volume use would be 1.49TB.

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

cluster_A::>

3. ルート アグリゲートのミラーリングが完了したことを確認します。storage aggregate show
次の例は、ルート アグリゲートがミラーされたことを⺬しています。
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cluster_A::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------- ------------
node_A_1_aggr0

1.49TB   74.12GB   95% online       1 node_A_1    raid4,
mirrored,
normal

node_A_2_aggr0
2.24TB   838.5GB   63% online 1 node_A_2    raid4,

mirrored,
normal

node_A_1_aggr1  
1.49TB   74.12GB   95% online 1 node_A_1    raid4, 

mirrored,
normal

node_A_2_aggr1  
1.49TB   74.12GB   95% online 1 node_A_2    raid4

mirrored,
normal

4 entries were displayed.

cluster_A::>

4. もう⼀⽅のルート アグリゲートに対して同じ⼿順を繰り返します。
ステータスがmirroredでないすべてのルート アグリゲートをミラーする必要があります。

ONTAPメディエーター サービスの再設定（MetroCluster IP構成）
ONTAPメディエーター サービスが設定されたMetroCluster IP構成がある場合は、メディエーターとの関
連付けを削除して再設定する必要があります。

始める前に

• ONTAPメディエーター サービスのIPアドレスおよびユーザ名とパスワードが必要です。
• ONTAPメディエーター サービスがLinuxホストで設定されて動作している必要があります。

⼿順

1. 既存のONTAPメディエーター設定を削除します。metrocluster configuration-settings
mediator remove

2. ONTAPメディエーター設定を再設定します。metrocluster configuration-settings
mediator add -mediator-address mediator-IP-address

MetroCluster構成の健全性の確認
MetroCluster構成の健全性をチェックして、MetroCluster構成が正常に稼働していることを確認する必要
があります。

⼿順

1. MetroClusterが構成されており、通常モードであることを確認します。metrocluster show

cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A Configuration state configured

Mode                normal
AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster

Remote: cluster_B Configuration state configured
Mode                normal
AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster

2. 各ノードでミラーリングが有効であることを確認します。metrocluster node show

cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- --------- --------------------
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1     cluster_A
node_A_1 configured enabled   normal

cluster_B
node_B_1 configured enabled   normal

2 entries were displayed.

3. MetroClusterコンポーネントが正常であることを確認します。metrocluster check run

cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component Result
------------------- ---------
nodes ok
lifs ok
config-replication  ok
aggregates ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command or
 sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
 operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
 switchback -simulate", respectively.

4. 健全性アラートがないことを確認します。system health alert show

5. スイッチオーバー処理をシミュレートします。
a) いずれかのノードのプロンプトで、advanced権限レベルに切り替えます。set -privilege

advanced

advancedモードで続けるかどうかを尋ねられたら、「y」と⼊⼒して応答する必要がありま
す。advancedモードのプロンプト（*>）が表⺬されます。

b) -simulateパラメータを指定して、スイッチオーバー処理を実⾏します。metrocluster
switchover -simulate

c) admin権限レベルに戻ります。set -privilege admin

6. ONTAP Mediatorサービスを使⽤したMetroCluster IP構成の場合は、Mediatorサービスが稼働している
ことを確認します。
a) Mediatorディスクがシステムから認識されていることを確認します。storage failover

mailbox-disk show
次の例では、メールボックス ディスクが認識されています。
node_A_1::*> storage failover mailbox-disk show

Mailbox
Node             Owner     Disk    Name        Disk UUID
-------------     ------   -----   -----        ----------------
sti113-vsim-ucs626g
.
.

local 0m.i2.3L26
 7BBA77C9:AD702D14:831B3E7E:0B0730EE:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000

local 0m.i2.3L27
 928F79AE:631EA9F9:4DCB5DE6:3402AC48:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000

local 0m.i1.0L60
 B7BCDB3C:297A4459:318C2748:181565A3:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000
.
.
.

partner   0m.i1.0L14
 EA71F260:D4DD5F22:E3422387:61D475B2:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000

partner   0m.i2.3L64
 4460F436:AAE5AB9E:D1ED414E:ABF811F7:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000 
28 entries were displayed.

b) advanced権限レベルに切り替えます。set -privilege advanced

c) メールボックスLUNがシステムから認識されていることを確認します。storage iscsi-
initiator show
メールボックスLUNがあることを⺬す出⼒が表⺬されます。

Node    Type Label Target Portal Target Name Admin/Op
----    ---- --------   ---------    --------- -------------------------------- --------
.
.
.
.node_A_1    
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mailbox
mediator 172.16.254.1    iqn.2012-05.local:mailbox.target.db5f02d6-e3d3    up/up

.

.

.
17 entries were displayed.

d) admin権限レベルに戻ります。set -privilege admin
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コントローラ以外の障害からのリカバリ

ディザスタ サイトの機器に対して必要なメンテナンスまたは交換を実施し、その際にコントローラを
交換しなかった場合は、続けてMetroCluster構成を完全に冗⻑な状態に戻す⼿順を開始できます。これ
には、設定の修復（データ アグリゲート、ルート アグリゲートの順）とスイッチバック処理が含まれ
ます。

始める前に

• ディザスタ クラスタのすべてのMetroClusterハードウェアが動作している必要があります。
• MetroCluster構成全体がスイッチオーバー中である必要があります。

スイッチバックに向けたシステムの事前チェック
システムがすでにスイッチオーバー状態にある場合は、-simulateオプションを使⽤して、スイッチ
バック処理の結果を前もって確認できます。

⼿順

1. スイッチバック処理をシミュレートします。
a) どちらかのサバイバー ノードのプロンプトで、advanced権限レベルに切り替えます。set -

privilege advanced

advancedモードで続けるかどうかを尋ねられたら、「y」と⼊⼒して応答する必要がありま
す。advancedモードのプロンプト（*>）が表⺬されます。

b) -simulateパラメータを指定して、スイッチバック処理を実⾏します。metrocluster
switchback -simulate

c) admin権限レベルに戻ります。set -privilege admin

2. 出⼒をチェックします。
出⼒には、スイッチバック処理でエラーが発⽣するかどうかが⺬されます。

検証結果の例

次の例は、スイッチバック処理を正常に実⾏できる場合の出⼒を⺬しています。

cluster4::*> metrocluster switchback -simulate 
  (metrocluster switchback)
[Job 130] Setting up the nodes and cluster components for the switchback
 operation...DBG:backup_api.c:327:backup_nso_sb_vetocheck : MCC Switch Back
[Job 130] Job succeeded: Switchback simulation is successful.

cluster4::*> metrocluster op show
  (metrocluster operation show)
  Operation: switchback-simulate

State: successful
 Start Time: 5/15/2014 16:14:34
   End Time: 5/15/2014 16:15:04

Errors: -

cluster4::*> job show -name Me*
Owning

Job ID Name Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
130    MetroCluster Switchback 

cluster4 
cluster4-01 

Success
Description: MetroCluster Switchback Job - Simulation
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スイッチバックの実⾏
MetroCluster構成の修復が完了したら、MetroClusterのスイッチバック処理を実⾏できま
す。MetroClusterのスイッチバック処理を実⾏すると、構成が通常の動作状態に戻ります。ディザスタ
サイトにある同期元のStorage Virtual Machine（SVM）がアクティブになり、ローカル ディスク プール
からデータを提供します。

始める前に

• ディザスタ クラスタからサバイバー クラスタへのスイッチオーバーが正常に完了している必要が
あります。

• データ アグリゲートとルート アグリゲートに対して修復が実⾏されている必要があります。
• サバイバー クラスタ ノードがHAフェイルオーバー状態ではない（各HAペアのすべてのノードが稼

働中である）必要があります。
• ディザスタ サイトのコントローラ モジュールが完全にブートしていること、およびHAテイクオー

バー モードでないことが必要です。
• ルート アグリゲートがミラーされている必要があります。
• スイッチ間リンク（ISL）がオンラインになっている必要があります。
• 必要なライセンスがシステムにインストールされている必要があります。

注 :  リカバリ サイトによるスイッチバック処理の実⾏には数時間かかることがあります。

⼿順

1. すべてのノードが有効な（enabled）状態であることを確認します。metrocluster node show
次の例は、ノードが有効な状態であることを⺬しています。
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                        Configuration  DR
Group Cluster Node        State          Mirroring Mode
----- ------- ----------- -------------- --------- --------------------
1     cluster_A

node_A_1    configured enabled   heal roots completed
node_A_2    configured enabled   heal roots completed

cluster_B
node_B_1    configured enabled   waiting for switchback recovery
node_B_2    configured enabled   waiting for switchback recovery

4 entries were displayed.

2. すべてのSVMで再同期が完了していることを確認します。metrocluster vserver show

3. 修復処理で実⾏されるLIFの⾃動移⾏が完了していることを確認します。metrocluster check
lif show

4. サバイバー クラスタ内の任意のノードからmetrocluster switchbackコマンドを実⾏して、ス
イッチバックを実⾏します。

5. スイッチバック処理の進捗を確認します。metrocluster show

出⼒にwaiting-for-switchbackと表⺬された場合、スイッチバック処理はまだ進⾏中です。

cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B Configuration state configured

Mode                switchover
AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A Configuration state configured
Mode waiting-for-switchback
AUSO Failure Domain -

出⼒にnormalと表⺬された場合、スイッチバック処理は完了しています。

cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B Configuration state configured

Mode                normal
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AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A Configuration state configured

Mode                normal
AUSO Failure Domain -

スイッチバックの完了に時間がかかっている場合は、metrocluster config-replication
resync-status showコマンドを使⽤して進⾏中のベースライン転送のステータスを確認できま
す。このコマンドは、advanced権限レベルで実⾏します。

6. SnapMirror構成またはSnapVault構成があれば、再確⽴します。

スイッチバックの成功確認
スイッチバックを実⾏したあとに、すべてのアグリゲートとStorage Virtual Machine（SVM）がスイッチ
バックされてオンラインになっていることを確認します。

⼿順

1. スイッチオーバーされたデータ アグリゲートがスイッチバックされたことを確認しま
す。storage aggregate show
次の例では、ノードB2のaggr_b2がスイッチバックされています。
node_B_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 node_B_2   raid_dp,

mirrored,
normal

node_A_1::> aggr show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------
...
aggr_b2          -         -     - unknown      - node_A_1

ディザスタ サイトに含まれていたミラーされていないアグリゲートが現在は存在しない場
合、storage aggregate showコマンドの出⼒でそのアグリゲートのStateがunknownと表⺬
されることがあります。ミラーされていないアグリゲートの古いエントリを削除する場合は、富⼠
通のサポートにお問い合わせください。

2. サバイバー クラスタにあるすべての同期先SVMが休⽌状態（Admin Stateがstopped）であ
り、ディザスタ クラスタにある同期元SVMが稼働していることを確認します。vserver show -
subtype sync-source

node_B_1::> vserver show -subtype sync-source
Admin Root Name    Name

Vserver     Type    Subtype    State      Volume     Aggregate Service Mapping
----------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- -------
...
vs1a data    sync-source

running    vs1a_vol   node_B_2 file    file
aggr_b2

node_A_1::> vserver show -subtype sync-destination 
Admin      Root                         Name    Name

Vserver Type    Subtype    State      Volume     Aggregate  Service Mapping
----------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- -------
...
cluster_A-vs1a-mc  data    sync-destination

stopped    vs1a_vol   sosb_ file    file
aggr_b2

MetroCluster構成の同期先アグリゲートの名前には、識別しやすいようにサフィックス「-mc」が⾃
動的に付加されます。

3. metrocluster operation showコマンドを使⽤して、スイッチバック処理が成功したことを確
認します。

出⼒内容 操作

スイッチバック処理の状態が「successful」であ
る

スイッチバック処理は完了しており、システム
の操作を続⾏できます。
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出⼒内容 操作

スイッチバック処理またはスイッチバック継続
エージェントの処理が「partially successful」で
ある

metrocluster operation showコマンドの
出⼒で推奨されている修正を実⾏します。

次のタスク

上記の⼿順を繰り返して、逆⽅向へのスイッチバックを実⾏する必要があります。site_Aがsite_Bのス
イッチオーバーを⾏った場合は、site_Bでsite_Aのスイッチオーバーを⾏います。

スイッチバック後の古いアグリゲート リストの削除
スイッチバック後に古いアグリゲートが残っていることがあります。古いアグリゲートと
は、ONTAPからは削除されたものの、情報がまだディスクに記録されたままのアグリゲートのことで
す。古いアグリゲートは、ノードシェルのaggr status -rコマンドでは表⺬されますが、storage
aggregate showコマンドでは表⺬されません。これらのレコードは、削除して表⺬されないように
することができます。

このタスクについて

古いアグリゲートは、MetroCluster構成のスイッチオーバー中にアグリゲートを再配置すると発⽣しま
す。次に例を⺬します。

1. サイトAがサイトBにスイッチオーバーします。
2. 負荷分散のため、アグリゲートのミラーリングを削除し、node_B_1からnode_B_2にアグリゲートを

再配置します。
3. アグリゲートの修復を実⾏します。

この時点では、アグリゲートそのものはnode_B_1から削除されているにもかかわらず、古いアグリ
ゲートがこのノードに表⺬されます。このアグリゲートは、ノードシェルのaggr status -rコマン
ドの出⼒に表⺬されます。storage aggregate showコマンドの出⼒には表⺬されません。

⼿順

1. storage aggregate showコマンドの出⼒とノードシェルのaggr status -rコマンドの出⼒
を⽐較します。storage aggregate showrun local aggr status -r

古いアグリゲートは、run local aggr status -rの出⼒には表⺬されますが、storage
aggregate showの出⼒には表⺬されません。たとえば、run local aggr status -rの出⼒
には次のアグリゲートが表⺬される場合があります。

Aggregate aggr05 (failed, raid_dp, partial) (block checksums)
Plex /aggr05/plex0 (offline, failed, inactive)
  RAID group /myaggr/plex0/rg0 (partial, block checksums)

 RAID Disk Device  HA  SHELF BAY CHAN Pool Type  RPM  Used (MB/blks)  Phys (MB/blks)
 --------- ------  ------------- ---- ---- ----  ----- --------------  --------------
 dparity   FAILED N/A 82/ -
 parity    0b.5    0b    -   -   SA:A   0 VMDISK  N/A 82/169472 88/182040
 data FAILED N/A 82/ -
 data FAILED N/A 82/ -
 data FAILED N/A 82/ -
 data FAILED N/A 82/ -
 data FAILED N/A 82/ -
 data FAILED N/A 82/ -
 Raid group is missing 7 disks.

2. 古いアグリゲートを削除します。
a) いずれかのノードのプロンプトで、advanced権限レベルに切り替えます。set -privilege

advanced

advancedモードで続けるかどうかを尋ねられたら、「y」と⼊⼒して応答する必要がありま
す。advancedモードのプロンプト（*>）が表⺬されます。
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b) 古いアグリゲートを削除します。aggregate remove-stale-record -aggregate
aggregate_name

c) admin権限レベルに戻ります。set -privilege admin

3. 古いアグリゲート レコードが削除されたことを確認します。run local aggr status -r
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スイッチオーバー、修復、およびスイッチバック⽤のコマ
ンド

ONTAPには、MetroClusterのディザスタ リカバリ プロセスを実⾏するためのコマンドが⽤意されていま
す。

状況 使⽤するコマンド

スイッチオーバーでエラーや拒否が発⽣しない
ことを確認する

metrocluster switchover -
simulate（advanced権限レベル）

スイッチバックでエラーや拒否が発⽣しないこ
とを確認する

metrocluster switchback -
simulate（advanced権限レベル）

パートナー ノードにスイッチオーバーする
（ネゴシエート スイッチオーバー）

metrocluster switchover

パートナー ノードにスイッチオーバーする
（強制スイッチオーバー）

metrocluster switchover  -forced-on-disaster 
true

データ アグリゲートの修復を実⾏する metrocluster heal  -phase  aggregates

ルート アグリゲートの修復を実⾏する metrocluster heal  -phase  root-aggregates

ホーム ノードにスイッチバックする metrocluster switchback
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MetroCluster構成の監視

ONTAP MetroClusterコマンドとActive IQ Unified Managerを使⽤して、各種ソフトウェア コンポーネント
の健全性およびMetroClusterの処理の状態を監視できます。

MetroCluster構成の確認
MetroCluster構成内のコンポーネントおよび関係が正しく機能していることを確認できます。チェッ
クは、初期設定後と、MetroCluster構成に変更を加えたあとに実施する必要があります。また、ネゴシ
エート（計画的）スイッチオーバーやスイッチバックの処理の前にも実施します。

このタスクについて

⼀⽅または両⽅のクラスタに対してmetrocluster check runコマンドを短時間に2回実⾏する
と、競合が発⽣してすべてのデータが収集されない場合があります。その結果、metrocluster
check showコマンドで想定した出⼒が表⺬されなくなります。

⼿順

1. 構成を確認します。metrocluster check run
このコマンドはバックグラウンド ジョブとして実⾏され、すぐに完了しない場合があります。

cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"

2. 最後に実⾏したmetrocluster check runコマンドから、より詳細な結果を表⺬し
ます。metrocluster check aggregate showmetrocluster check cluster
showmetrocluster check config-replication showmetrocluster check lif
showmetrocluster check node show

metrocluster check showコマンドを実⾏すると、最後に実⾏したmetrocluster check
runコマンドの結果が表⺬されます。最新の情報を表⺬するために、metrocluster check
showコマンドを使⽤する前に必ずmetrocluster check runコマンドを実⾏してください。
次の例は、正常な4ノードMetroCluster構成のmetrocluster check aggregate showコマンド
の出⼒を⺬しています。
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node Aggregate Check Result
--------------- -------------------- --------------------- ---------
controller_A_1 controller_A_1_aggr0

mirroring-status ok
disk-pool-allocation ok
ownership-state ok

controller_A_1_aggr1
mirroring-status ok
disk-pool-allocation ok
ownership-state ok

controller_A_1_aggr2
mirroring-status ok
disk-pool-allocation ok
ownership-state ok

controller_A_2 controller_A_2_aggr0
mirroring-status ok
disk-pool-allocation ok
ownership-state ok

controller_A_2_aggr1
mirroring-status ok
disk-pool-allocation ok
ownership-state ok

controller_A_2_aggr2
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mirroring-status ok
disk-pool-allocation ok
ownership-state ok

18 entries were displayed.

MetroCluster構成の確認および監視⽤コマンド
ONTAPには、MetroCluster構成を監視し、MetroCluster処理を確認するためのコマンドが⽤意されていま
す。

MetroCluster処理のチェック⽤コマンド

状況 使⽤するコマンド

MetroCluster処理のチェックを実⾏する

注 :  DR処理実⾏前のシステムの事前検証に使
⽤できるコマンドは他にもあります。

metrocluster check run

MetroCluster処理に対する前回のチェック結果
を表⺬する

metrocluster show

サイト間の設定レプリケーションに対する
チェック結果を表⺬する

metrocluster check config-replication
show

metrocluster check config-replication
show-aggregate-eligibility

ノード設定に対するチェック結果を表⺬する metrocluster check node show

アグリゲート設定に対するチェック結果を表⺬
する

metrocluster check aggregate show

MetroCluster構成のLIF配置エラーを表⺬する metrocluster check lif show

MetroClusterインターコネクトの監視⽤コマンド

状況 使⽤するコマンド

HAおよびDRのミラーリング ステータスと、ク
ラスタ内のMetroClusterノードの情報を表⺬す
る

metrocluster interconnect mirror show

MetroCluster SVMの監視⽤コマンド

状況 使⽤するコマンド

MetroCluster構成の両⽅のサイトにあるすべて
のSVMを表⺬する

metrocluster vserver show

MetroCluster Tiebreakerソフトウェアによる障害の検出
TiebreakerソフトウェアはLinuxホストにインストールされます。Tiebreakerソフトウェアは、2つのクラ
スタおよびクラスタ間の接続ステータスを第3のサイトから監視する場合にのみ使⽤します。これによ
り、クラスタ内の各パートナーでISL障害（サイト間リンクが停⽌した場合）とサイト障害を区別する
ことができます。

LinuxホストにTiebreakerソフトウェアをインストールしたら、災害状況を監視するMetroCluster構成内
のクラスタを設定できます。
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Tiebreakerソフトウェアでサイト間接続障害を検出する⽅法
MetroCluster Tiebreakerソフトウェアは、サイト間の接続がすべて失われた場合に警告します。

ネットワーク パスの種類

構成によっては、MetroCluster構成の2つのクラスタ間のネットワーク パスに次の3つの種類が存在しま
す。

FCネットワーク（ファブリック接続型MetroCluster構成に存在）

この種類のネットワークは、2つの冗⻑FCスイッチ ファブリックで構成されま
す。各スイッチ ファブリックには2つのFCスイッチがあり、各スイッチ ファブ
リックの1つのスイッチはクラスタと同じ場所に配置されます。各クラスタに
は、各スイッチ ファブリックから1つずつ、2つのFCスイッチがあります。すべ
てのノードは、同じ場所に配置されている各FCスイッチにFC（NVインターコネ
クトおよびFCPイニシエータ）接続されています。データは、クラスタからクラ
スタへ、ISL経由でレプリケートされます。

クラスタ間ピアリング ネットワーク

この種類のネットワークは、2つのクラスタ間の冗⻑IPネットワーク パス
で構成されます。クラスタ ピアリング ネットワークは、Storage Virtual
Machine（SVM）構成をミラーするために必要な接続を提供します。⼀⽅のクラ
スタのすべてのSVMの設定が、パートナー クラスタにミラーされます。

IPネットワーク（MetroCluster IP構成に存在）

この種類のネットワークは、2つの冗⻑IPスイッチ ネットワークで構成され
ます。各ネットワークには2つのIPスイッチがあり、各スイッチ ファブリック
の1つのスイッチはクラスタと同じ場所に配置されます。各クラスタには、各
スイッチ ファブリックから1つずつ、2つのIPスイッチがあります。すべての
ノードは、同じ場所に配置されている各FCスイッチに接続されています。デー
タは、クラスタからクラスタへ、ISL経由でレプリケートされます。

サイト間接続の監視

Tiebreakerソフトウェアは、サイト間接続のステータスをノードから定期的に取得します。NVインター
コネクト接続が失われて、クラスタ間ピアリングがpingに応答しない場合、クラスタはサイトが分離
されたとみなし、Tiebreakerソフトウェアが「AllLinksSevered」としてアラートをトリガーします。ク
ラスタで「AllLinksSevered」ステータスが確認され、もう⼀⽅のクラスタにネットワーク経由で到達で
きない場合は、Tiebreakerソフトウェアが「disaster」としてアラートをトリガーします。

Tiebreakerソフトウェアでサイト障害を検出する⽅法
MetroCluster Tiebreakerソフトウェアは、MetroCluster構成内のノードおよびクラスタへの到達可能性を
チェックして、サイト障害の有無を判断します。また、特定の状況下でアラートをトリガーします。

Tiebreakerソフトウェアで監視されるコンポーネント

Tiebreakerソフトウェアは、ノード管理LIFとクラスタ管理LIF（どちらもIPネットワークでホスト）へ
の複数のパスを経由する冗⻑な接続を確⽴することで、MetroCluster構成の各コントローラを監視しま
す。

Tiebreakerソフトウェアで監視されるMetroCluster構成のコンポーネントは次のとおりです。

• ローカル ノード インターフェイスを経由するノード
• クラスタ指定のインターフェイスを経由するクラスタ
• サバイバー クラスタ - ディザスタ サイトとの接続の有無を評価（NVインターコネクト、ストレー

ジ、クラスタ間ピアリング）
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Tiebreakerソフトウェアとクラスタ内の全ノードおよびクラスタ⾃体との接続が失われる
と、Tiebreakerソフトウェアはそのクラスタを「到達不能」と宣⾔します。接続障害は3∼5秒で検出さ
れます。Tiebreakerソフトウェアがクラスタに到達できない場合、サバイバー クラスタ（到達可能なク
ラスタ）がパートナー クラスタへのすべてのリンクが切断されたと判断するまで、Tiebreakerソフト
ウェアはアラートをトリガーしません。

注 :  サバイバー クラスタがFC（NVインターコネクトとストレージ）とクラスタ間ピアリングを介して
ディザスタ サイトのクラスタと通信できなくなると、すべてのリンクが切断されたとみなされます。

Tiebreakerソフトウェアがアラートをトリガーする障害シナリオ

Tiebreakerソフトウェアは、ディザスタ サイトのクラスタ（すべてのノード）が停⽌するか到達不能と
なり、サバイバー サイトのクラスタが「AllLinksSevered」ステータスになるとアラートをトリガーし
ます。

次のシナリオでは、Tiebreakerソフトウェアはアラートをトリガーしません（またはアラートが拒否さ
れます）。

• 8ノードMetroCluster構成で、ディザスタ サイトのHAペアの1つが停⽌している
• ディザスタ サイトのすべてのノードを含むクラスタが停⽌し、サバイバー サイトのHAペアの1つが

停⽌し、サバイバー サイトのクラスタが「AllLinksSevered」ステータスになっている

Tiebreakerソフトウェアはアラートをトリガーしますが、ONTAPによって拒否されます。この場合、
⼿動のスイッチオーバーも拒否されます。

• Tiebreakerソフトウェアがディザスタ サイトの1つ以上のノードまたはクラスタ インターフェイス
に到達できる、またはサバイバー サイトがFC（NVインターコネクトとストレージ）またはクラス
タ間ピアリングを介してディザスタ サイトのいずれかのノードに到達できる
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NVFAILを使⽤したファイルシステム整合性の監視および保
護

ONTAPでは、volume modifyコマンドの-nvfailパラメータによって、システム起動時またはスイッ
チオーバー処理後のNVRAM（不揮発性RAM）の不整合を検出できます。また、警告を表⺬して、ボ
リュームが⼿動でリカバリできるようになるまでデータのアクセスと変更ができないようにシステム
を保護します。

ONTAPが何らかの問題を検出すると、データベース インスタンスまたはファイルシステム インス
タンスは応答を停⽌するか、シャットダウンされます。ONTAPはコンソールにエラー メッセージ
を送信して、データベースまたはファイルシステムの状態をチェックするようユーザに警告しま
す。NVFAILを有効にすると、データベースの有効性を侵害する可能性のある、クラスタ化されたノー
ド間でのNVRAMの不整合をデータベース管理者に警告できます。

フェイルオーバーまたはブート リカバリのあとは、NVFAIL状態が解消されるまでNFSクライアントは
どのノードからもデータにアクセスできません。CIFSクライアントには影響はありません。

NFSボリュームまたはLUNへのアクセスに対するNVFAILの影響
NVFAIL状態は、起動時にONTAPがNVRAMエラーを検出した場合、MetroClusterスイッチオーバー処理
が実⾏された場合、またはNVFAILオプションが設定されたボリュームのHAテイクオーバー処理中に
発⽣します。起動時にエラーが検出されなければ、ファイル サービスは正常に開始されます。しか
し、NVRAMエラーが検出された場合、またはディザスタ スイッチオーバーでNVFAILの処理が実⾏され
た場合、ONTAPはデータベース インスタンスの応答を停⽌します。

NVFAILオプションを有効にすると、起動時に次の表のいずれかのプロセスが開始されます。

状況 操作

ONTAPがNVRAMエラーを検出しなかった場合 ファイル サービスが通常どおり開始されます。

ONTAPがNVRAMエラーを検出した場合 • データベースにアクセスしようとするNFSク
ライアントに古いファイル ハンドル
（ESTALE）エラーが返されます。これによ
り、アプリケーションは、応答を中断する
か、クラッシュまたは停⽌します。

その後、システム コンソールおよびログ ファ
イルにエラー メッセージが出⼒されます。

• アプリケーションが再起動されると、デー
タベースの妥当性が確認されていなくて
も、CIFSクライアントからのアクセスが可能に
なります。

NFSクライアントの場合は、影響を受けたボ
リューム上のin-nvfailed-stateオプションをリ
セットするまでファイルにアクセスできませ
ん。
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状況 操作

次のいずれかのパラメータが使⽤されている場
合：

• dr-force-nvfailボリューム オプションが設定さ
れている。

• force-nvfail-allスイッチオーバー コマンド オプ
ションが設定されている。

将来のディザスタ スイッチオーバーでNVFAIL処理
を実⾏する予定がない場合は、スイッチオーバー
後にdr-force-nvfailオプションを解除できます。

NFSクライアントの場合は、影響を受けたボ
リューム上のin-nvfailed-stateオプションをリセッ
トするまでファイルにアクセスできません。

注 :  force-nvfail-allオプションを使⽤すると、ディ
ザスタ スイッチオーバー時に処理されるすべて
のDRボリュームでdr-force-nvfailオプションが設定
されます。

ONTAPがLUNを含むボリューム上でNVRAMエラー
を検出した場合

そのボリュームのLUNがオフラインになります。
ボリュームのin-nvfailed-stateオプションをクリア
し、さらに影響を受けたボリュームの各LUNをオ
ンラインにしてLUN上NVFAIL属性をクリアする
必要があります。

LUNの整合性をチェックする⼿順を実⾏し、必要
に応じてSnapshotコピーまたはバックアップか
らLUNをリカバリすることができます。ボリュー
ム内のすべてのLUNがリカバリされたあと、影響
を受けたボリュームのin-nvfailed-stateオプション
がクリアされます。

データ損失イベントの監視⽤コマンド
NVFAILオプションを有効にすると、NVRAMの不整合が原因でシステム クラッシュが発⽣した場合、ま
たはMetroClusterスイッチオーバーが発⽣した場合に、通知を受け取ることができます。
デフォルトでは、NVFAILパラメータは無効になっています。

状況 使⽤するコマンド

NVFAILを有効にして新しいボリュームを作成する volume create -nvfail  on

既存のボリュームでNVFAILを有効にする volume modify

注 :  作成されたボリュームでNVFAILを有効にする
には、-nvfailオプションをonに設定します。

指定したボリュームでNVFAILが有効になっている
かどうかを表⺬する

volume show

注 :  指定したボリュームのNVFAIL属性を表⺬す
るには、-fieldsパラメータをnvfailに設定しま
す。

詳細については、各コマンドのマニュアル ページを参照してください。

スイッチオーバー後のNVFAIL状態のボリュームへのアクセス
スイッチオーバーが発⽣した場合は、volume modifyコマンドの-in-nvfailed-stateパラメータをリ
セットしてクライアントがデータにアクセスする制限を解除することにより、NVFAIL状態をクリアす
る必要があります。
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始める前に
データベースまたはファイルシステムが実⾏されていない、または影響を受けたボリュームにアクセ
スしようとしていないことが必要です。

このタスクについて

-in-nvfailed-stateパラメータを設定するには、advanced権限が必要です。

⼿順

-in-nvfailed-stateパラメータをfalseに設定してvolume modifyコマンドを実⾏し、ボリュームをリ
カバリします。

次のタスク
データベース ファイルの有効性を調べる⽅法については、ご使⽤のデータベース ソフトウェアのマ
ニュアルを参照してください。

データベースでLUNが使⽤されている場合は、NVRAM障害後にホストからLUNにアクセスできるように
する⼿順を確認してください。

関連概念
NVFAILを使⽤したファイルシステム整合性の監視および保護（76ページ）

スイッチオーバー後のNVFAIL状態にあるLUNのリカバリ
スイッチオーバーが発⽣すると、NVFAIL状態にあるLUN上のデータにホストがアクセスできなくなりま
す。データベースがLUNにアクセスできるようにするには、いくつかの作業が必要です。

始める前に

データベースが実⾏されていないことが必要です。

⼿順

1. volume modifyコマンドの-in-nvfailed-stateパラメータをリセットし、影響を受けた、LUNをホス
トするボリュームのNVFAIL状態をクリアします。

2. 影響を受けたLUNをオンラインにします。
3. LUNでデータの不整合の有無を確認し、これを解決します。

これには、ホスト ベースのリカバリを実⾏するか、SnapRestoreを使⽤してストレージ コントロー
ラ上でリカバリを実⾏します。

4. LUNをリカバリしたあと、データベース アプリケーションをオンラインにします。
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詳細情報の⼊⼿⽅法

MetroClusterの構成と運⽤の詳細を、富⼠通のドキュメント ライブラリで確認できます。

MetroClusterおよびその他のガイド

ガイド 内容

富⼠通マニュアル サイト • MetroClusterのすべてのガイド

MetroCluster® IPインストールおよび設定ガイド • MetroCluster IPのアーキテクチャ
• ケーブル接続
• ONTAPでのMetroClusterの設定

Tiebreakerソフトウェア1.21インストールおよび
設定ガイド

• MetroCluster Tiebreakerソフトウェアを使⽤し
たMetroCluster構成の監視

Active IQ Unified Managerのドキュメント

ETERNUS AX/HXシリーズ マニュアル ページ
• MetroCluster構成およびパフォーマンスの監視

7-Mode Transition Tool コピーベースの移⾏ガイド
ONTAP®への移⾏

• 7-Modeストレージ システムからONTAPスト
レージ システムへのデータの移⾏
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 | 著作権および商標 |

著作権および商標

著作権に関する情報
Copyright 2021 FUJITSU LIMITED. All rights reserved.

このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書⾯による事前承諾がある場
合を除き、画像媒体、電⼦媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電⼦検索システムへの組
み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および⽅法による複製も禁⽌します。

富⼠通の著作物から派⽣したソフトウェアは、次に⺬す使⽤許諾条項および免責条項の対象となりま
す。

このソフトウェアは、富⼠通によって「現状のまま」提供されています。富⼠通は明⺬的な保証、ま
たは商品性および特定⽬的に対する適合性の暗⺬的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる
暗⺬的な保証も⾏いません。富⼠通は、代替品または代替サービスの調達、使⽤不能、データ損失、
利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使⽤により⽣じたすべて
の直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発⽣に対して、損失
の発⽣の可能性が通知されていたとしても、その発⽣理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責
任、不法⾏為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、⼀切の責任を負いません。

富⼠通は、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく⾏う権利を保有しま
す。富⼠通による明⺬的な書⾯による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使⽤によ
り⽣じる責任および義務に対して、富⼠通は責任を負いません。この製品の使⽤または購⼊は、富⼠
通の特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

登録商標
富⼠通、富⼠通ロゴ、ETERNUSは富⼠通の登録商標です。会社名、製品名等の固有名詞は、各社の商
号、商標または登録商標です。

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/trademark/

マニュアルの更新について
本書の最新版や本装置に関連する最新の情報は、以下のサイトで公開されています。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/manual/
必要に応じてご使用モデルのマニュアルを参照してください。
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