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データ移⾏プログラムの概要

データ移⾏プログラムでは、ETERNUS AX/HXシリーズへの移⾏や7-ModeからONTAPへのLUNの移⾏をお
客様が簡単に実⾏できるようにするためのデータ移⾏ソリューションを作成しています。Foreign LUN
Import（FLI）は、データ移⾏ポートフォリオの⼀部です。

このプログラムでは、⽣産性の向上に役⽴つように、データ移⾏を成功させるために必要なツール、
製品、サービス資料を提供しています。データ移⾏を実⾏するための適切なスキルと知識を提供する
ことで、富⼠通 テクノロジの採⽤を促進することを⽬的としています。

対象読者
このガイドは、外部アレイからONTAPへのデータの移⾏、または7-ModeアレイからONTAPへのLUNの移
⾏を検討しているお客様を対象としています。

このガイドのその他の対象読者は次のとおりです。

• セールス エンジニア（SE）
• コンサルティング セールス エンジニア（CSE）
• プロフェッショナル サービス エンジニア（PSE）
• プロフェッショナル サービス コンサルタント（PSC）
• チャネル パートナーのエンジニア

このガイドでは、ゾーニング、LUNマスキング、LUNを移⾏する必要があるホスト オペレーティング
システム、ONTAP、ソースの他社製アレイなど、SANの⼀般的な概念とプロセスについて理解している
ことを前提としています。

Foreign LUN Importでサポートされる移⾏の種類
FLIでは、オンライン、オフライン、移⾏、⾃動の4種類のワークフローをサポートしています。どの
ワークフローを使⽤するかは、構成やその他の要因によって異なります。

• オンライン ワークフローでは、移⾏中もクライアント システムをオンラインのまま維持して他社
製アレイからのFLIを実⾏します（Windows、Linux、またはESXiホスト オペレーティング システム
が必要です）。

• オフライン ワークフローでは、クライアント システムをオフラインにして他社製アレイから
のFLIを実⾏します。クライアント システムは新しいLUNへのデータのコピー後にオンラインに戻り
ます。

• 移⾏ワークフローでは、FLIでONTAP 7-ModeからONTAPに移⾏します。これは、ソース アレイ
がONTAPであることを除いて、機能的には同じプロセスです。移⾏ワークフローは、オンライン
モードまたはオフライン モードのいずれかで使⽤できます。

• ⾃動移⾏では、FLIによる移⾏プロセスの⼀部をWorkflow Automation（WFA）ソフトウェアを使⽤し
て⾃動化します。WFAを使⽤したFLIは、オンライン モードまたはオフライン モードのいずれかで
使⽤できます。

これらの4つの移⾏ワークフローで、アーキテクチャに⼤きな違いはありません。

ワークフローごとに異なるのは、カットオーバーが発⽣した場合の対処⽅法、中断時間の⻑さ、⾃動
化の使⽤、ソース ストレージシステムがETERNUS AX/HXシリーズか、または他社製ストレージシステ
ムかです。

Foreign LUN Importオンライン ワークフローをサポートするホスト オペレーティング システム
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 | データ移⾏プログラムの概要 |

Foreign LUN Importの概念
基本的なFLIの概念を理解することで、適切な運⽤が可能になり、初期設定作業が簡単になります。

外部アレイ

外部アレイは、ONTAPを実⾏していないストレージ デバイスです。他社製アレ
イまたはソース アレイとも呼ばれます。7-ModeからONTAPへの移⾏の場合、外
部アレイはONTAP 7-Modeを実⾏する富⼠通製のアレイになります。

外部LUN

外部LUNは、他社製アレイでそのアレイの標準のディスク フォーマットを使⽤
してホストされているユーザ データを含むLUNです。

FLI LUN関係

FLI LUN関係は、データ インポート⽤にソース ストレージとデスティネーション
ストレージの間で確⽴された永続的なペアリングです。ソースとデスティネー
ションのエンドポイントはLUNです。

LUNインポート

LUNインポートは、外部LUNのデータをサードパーティの形式から標準の富⼠通
形式のLUNに転送するプロセスです。

データ移⾏の課題
データ移⾏に伴う課題には、⻑時間のダウンタイム、潜在的なリスク、限られたリソース、専⾨知識
の不⾜などがあります。

データ可⽤性の要件がますます厳しくなり、ダウンタイムが許容できないものとなるなかで、ビジネ
スの運⽤においてデータ移⾏プロセスが重要になってきています。データ移⾏プロセスにおいては、
本番システムのパフォーマンスへの影響、データの破損や損失など、さまざまなリスク要因に対処す
る必要があります。

SAN移⾏ソリューション向けのプロフェッショナル サービス
富⼠通とパートナーのプロフェッショナル サービスは、実績ある⼿法に基づいてSANの移⾏の主要な
すべてのフェーズを⽀援します。

プロフェッショナル サービスは、富⼠通のFLIテクノロジと他社製のデータ移⾏ソフトウェアを組み合
わせたデータ移⾏に関する優れたスキルを備えており、世界中でSANデータ移⾏プロジェクトを成功に
導いてきました。富⼠通とパートナーのプロフェッショナル サービスを利⽤することで、お客様は社
内のリソースを解放し、ダウンタイムを最⼩限に抑え、リスクを軽減することができます。

ONTAPを使⽤すれば、プロフェッショナル サービスを利⽤しなくても移⾏を⾏えるようになりまし
た。ただし、移⾏の範囲設定や計画の⽀援のほか、お客様の担当者向けのFLIを使⽤したデータ移⾏の
トレーニングも受けられるため、プロフェッショナル サービスまたはパートナー プロフェッショナル
サービスを利⽤することを強く推奨します。

異機種混在SAN環境向けのデータ移⾏サービス
異機種混在SAN環境向けのデータ移⾏サービスは、FLIテクノロジを使⽤した包括的なデータ移⾏ソ
リューションです。SANデータ移⾏サービスは、エラーを減らし、⽣産性を⾼め、⼀貫したデータ移⾏
を促進する、富⼠通とパートナーのプロフェッショナル サービスのソフトウェアとサービスを提供し
ます。
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 | データ移⾏プログラムの概要 |

データ移⾏⼿法
データ移⾏プロセスは、実績ある⼿法に基づく⼀連のフェーズで構成されます。データ移⾏⼿法を使
⽤して、移⾏の選択肢やタスクの範囲設定、計画、⽂書化を⾏うことができます。

1. 調査フェーズ

環境のホスト、ストレージ、ファブリックに関する情報を収集します。
2. 分析フェーズ

収集したデータを調べ、それぞれのホストまたはストレージ システムに適した移⾏アプローチを決
定します。

3. 計画フェーズ

移⾏計画の作成とテスト、デスティネーション ストレージのプロビジョニング、移⾏ツールの設定
を⾏います。

4. 実⾏フェーズ

データを移⾏し、ホストの修正を⾏います。
5. 検証フェーズ

新しいシステム構成を検証し、情報を⽂書化します。

データ移⾏のオプション
データ移⾏のオプションを選択する際の検討事項として、データ移⾏アプライアンスやアプリケー
ションベースの移⾏の使⽤について検討する必要があります。

FLIはほとんどの移⾏で最適な選択肢となりますが、他のオプションは無停⽌で実⾏できるため、FLIを
使⽤して移⾏を実⾏するよりも望ましい場合があります。オプションを検討し、移⾏ごとに適切な
ツールを選択する必要があります。これらのツールは、いずれもそれぞれが適した移⾏の⼀部に使⽤
できます。

• Data Transfer Appliance（DTA;データ移⾏アプライアンス）の使⽤

DTAは、SANファブリックに接続される富⼠通 ブランドのアプライアンスです。移⾏するデータの
量に応じてTB単位でライセンスを利⽤でき、オフラインとオンラインの両⽅の移⾏がサポートされ
ます。

• ホスト オペレーティング システムまたはアプリケーションベースの移⾏

ホスト オペレーティング システムまたはアプリケーションベースのデータ移⾏のオプションに
は、次のようなものがあります。

• VMware Storage vMotion
• Logical Volume Manager（LVM;論理ボリューム マネージャ）ベースのソリューション
• DD（Linux）やRobocopy（Windows）などのユーティリティ

選択した⼿順やツールに関係なく、データ移⾏⼿法を使⽤して、移⾏の選択肢やタスクの範囲設定、
計画、⽂書化を⾏うことができます。

データ移⾏⽤の推奨ツール
リモートからのデータ収集、構成、ストレージ管理タスクなどの有⽤な機能を実⾏するための標準化
された⽅法を提供するサービス ツールが⽤意されています。

データの収集や解析に使⽤できるサービス ツールを次に⺬します。

OneCollect
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 | データ移⾏プログラムの概要 |

Fujitsu Active IQ OneCollectはWebベースのUIまたはCLIで使⽤でき、SAN環境
とNAS環境の両⽅で、ストレージ、ホスト、ファブリック、スイッチからデー
タを収集できます。収集されたデータは、トラブルシューティング、ソリュー
ションの検証、データ移⾏、アップグレードの評価に使⽤されます。また、環
境に関連する診断コンテンツを富⼠通に送信して分析を⾏ったり、オンプレミ
スで分析したりすることもできます。

Data Migration Solaris Relabeler

Solaris Relabelerは、移⾏後にVolume Table Of Contents（VTOC）ディスクのASCIIラ
ベルを更新する機能を備えたコマンドライン ユーティリティです。
ブロックレベルの移⾏では、このディスク ラベルが新しいディスクにコピー
され、システム ツールとログには古いSCSIの照会データが引き続き表⺬されま
す。Relabelerを実⾏すると、移⾏後のディスクが新しい照会データで更新され
ます。

FLI移⾏プロジェクトに役⽴つその他のツールとユーティリティを次に⺬します。

ONTAP System Manager

ONTAP System Managerは、グラフィカル インターフェイスを使⽤してETERNUS
HXシリーズのリモート ストレージを管理できるツールです。

OnCommand Workflow Automation

WFAは、ストレージ ワークフローを作成し、ストレージのプロビジョニング、移
⾏、廃棄、クローン作成などのストレージ管理タスクを⾃動化できるソフトウェ
ア ソリューションです。

関連情報
ONTAP System Managerのドキュメント

移⾏時間の⾒積もりのためのベンチマーク
計画⽤に⼀定の前提条件に基づいてデータ移⾏の作業レベルと所要時間を⾒積もることができます。

実際のパフォーマンスを正確に⾒積もるには、特定の環境における正確なパフォーマンスの値を得る
ために、異なるサイズのテスト移⾏を複数実施する必要があります。

注 :  次のベンチマークは、計画に使⽤することだけを⽬的としたものであり、特定の環境について正
確な値を得られるものではありません。

前提条件：ホストの移⾏にかかる時間は、LUNが8個、データの合計が2TBのホストの場合で5時間で
す。これらのパラメータから、計画においては1時間あたり約400GBとして⾒積もることができます。

Foreign LUN Importの概要
Foreign LUN Import（FLI）は、外部アレイLUNからFujitsu LUNにデータを簡単かつ効率的にインポートで
きるONTAPの組み込みの機能です。

FLIの移⾏処理はすべてLUNレベルで実⾏されます。FLIはブロックベースの移⾏のみを⽬的としたツー
ルであり、ファイル、レコード、NFS、CIFSベースの移⾏はサポートされていません。

FLIは、SAN LUNをONTAPに移⾏するために開発されました。FLIは次のようなさまざまな移⾏の要件に
対応しています。

• データセンターの移転や統合、アレイの交換に伴うブロック データの移⾏を簡易化、迅速化。
• 移⾏とLUNの再アライメントを1つのワークフローに統合。

さらに、7-ModeからONTAPへの移⾏⼿順では、32ビットから64ビットへのアグリゲートの変換、アラ
イメントの問題の修正、およびLUNの移⾏を1回の操作で実⾏できます。
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 | データ移⾏プログラムの概要 |

FLIを使⽤すると、ETERNUS AX/HXシリーズでデータ移⾏⽤にインポートするLUNを検出できます。外
部LUNはETERNUS AX/HXシリーズのディスクとして表⺬され、ユーザのデータが誤って上書きされない
ように、所有権は⾃動では割り当てられません。外部LUNを含むディスクは、外部としてマークする
必要があります。ETERNUS AX/HXシリーズにFLIを使⽤するには、外部LUNの構成に関するルールに厳密
に従う必要があります。詳細については、LUNの要件と制限を参照してください。

FLIを実⾏するには、各コントローラに少なくとも1つの物理FCポートが必要です。また、LUNをイニ
シエータ モードで直接移⾏する必要があります。ファブリックごとに1つずつ、2つのポートを使⽤す
ることを推奨しますが、単⼀ポートの構成も可能です。これらのポートはソース アレイへの接続に使
⽤され、ソースLUNを認識してマウントできるようにゾーニングおよびマスキングする必要がありま
す。

FLIの移⾏処理はオフラインまたはオンラインで実⾏できます。オフラインの場合はインポート時に中
断を伴いますが、オンラインの場合は⼤きな中断はありません。

次の図は、FLIオフライン データ移⾏を⺬しています。この⽅法では、ホストをオフラインにして移⾏
が⾏われます。富⼠通 アレイで他社製アレイからデータを直接コピーします。

次の図は、FLIオンライン データ移⾏を⺬しています。新しいLUNをホストする富⼠通 コントローラに
ホストが接続されます。その後、ホストの処理を再開してインポート中も継続できます。

Foreign LUN Importの機能
FLIの機能を使⽤すると、他社製のSANストレージからETERNUS AX/HXシリーズにデータを移⾏できま
す。FLIの移⾏機能では、さまざまなプロセスやシステムがサポートされます。

• オンラインおよびオフラインの移⾏をサポート。
• オペレーティング システムに依存しない：データはブロックレベルで移⾏され、ボリューム マ

ネージャやオペレーティング システムのユーティリティには依存しません。
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 | データ移⾏プログラムの概要 |

• Fibre Channelファブリックに依存しない：FLIはBrocadeおよびCiscoのFCファブリックとの完全な互換
性を備えています。

• ほとんどのFibre Channelストレージ システムをサポート。サポートされるアレイの一覧について
は、富士通サポートにお問い合わせください。

• 標準のマルチパスと負荷分散をサポート。
• CLIベースの管理。

FLIベースのソリューションのメリット
FLIソリューションは、富⼠通のお客様に優れた価値を提供できるように設計されており、次のような
メリットがあります。

• FLIはONTAPに組み込まれており、追加のライセンスは必要ありません。
• FLIでは、データ移⾏⽤に追加のハードウェア アプライアンスは必要ありません。
• FLIベースのソリューションは、さまざまな種類の移⾏や他社製ストレージ プラットフォームの構

成をサポートしています。
• FLIではLUNのアライメントが⾃動で⾏われるため、32ビット アグリゲートでホストされてい

るLUNをONTAPアレイでホストされる64ビット アグリゲートに移⾏できます。そのため、FLIを使⽤
した7-ModeからONTAPへの移⾏は、7-Modeの32ビット アグリゲートでホストされているLUNやアラ
イメントが正しくないLUNを移⾏するための最適な選択肢となります。

LUNの要件と制限
FLI移⾏を開始する前に、LUNが次の要件を満たしている必要があります。

• FLIを実⾏するには、各コントローラに少なくとも1つのFCポートが必要です。また、LUNをイニシ
エータ モードで直接移⾏する必要があります。

• ONTAPで割り当てられないように、外部LUNがデスティネーション アレイで外部としてマークされ
ている必要があります。

• インポートを開始する前に、外部LUNのインポート関係が設定されている必要があります。
• LUNは外部LUNと同じサイズで、ディスク ブロック サイズが同じである必要があります。これらの

両⽅の要件がLUNの作成⼿順で考慮されます。
• LUNを拡張または縮⼩することはできません。
• LUNは少なくとも1つのigroupにマッピングされている必要があります。
• 関係を作成する前に、Fujitsu LUNをオフラインにしておく必要があります。ただし、オンライ

ンFLIの場合は、LUN関係の作成後にオンラインに戻すことができます。

制限事項

• 移⾏はすべてLUNレベルで実⾏されます。
• FLIではFibre Channel（FC）接続のみがサポートされます。
• FLIではiSCSI接続は直接はサポートされていません。FLIを使⽤してiSCSI LUNを移⾏するには、LUNタ

イプをFCに変更する必要があります。移⾏が完了したら、LUNタイプをiSCSIに戻します。

FLIのサポートされる構成
FLIの適切な運⽤とサポートのために、サポートされている⽅法で環境を展開する必要があります。エ
ンジニアリングで新しい構成が認定されると、サポートされる構成のリストが変更されます。特定の
構成についてのサポート状況を確認するには、富⼠通サポートにお問い合わせください。

サポートされるデスティネーションストレージは、ONTAP 9.7以降のみです。サード パーティ製スト
レージへの移⾏はサポートされていません。サポートされているソース ストレージ システム、スイッ
チ、ファームウェアの⼀覧については、富⼠通サポートにお問い合わせください。

インポートが完了し、すべてのLUNが富⼠通コントローラに移⾏されたら、すべての構成がサポート
されていることを確認します。
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データ移⾏の実装の基本

Foreign LUN Import（FLI）の実装⼿順には、物理的な配線、ゾーニング、イニシエータ レコードの作成
が含まれます。ETERNUS AX/HXシリーズのイニシエータ ポートとソース ストレージの初期設定で移⾏
に向けた環境の準備を⾏います。

このセクションの例では、Hitachi Data Systems（HDS）AMSアレイを使⽤します。外部アレイのコマン
ドは移⾏元の他社製アレイによって異なります。

FLIの物理的な配線の要件
ETERNUS AX/HXシリーズのイニシエータ ポートをソース ストレージのターゲット ポートが接続された
ファブリックに接続します。

移⾏で使⽤するストレージ システムには、両⽅のファブリックに各コントローラ（使⽤中）からの
プライマリ パスが必要です。つまり、移⾏するソース アレイとデスティネーション アレイのノード
が両⽅のファブリックの共通のゾーンに存在している必要があります。富⼠通 クラスタに他のコント
ローラを追加する必要はありません。必要なのは実際にLUNをインポート / 移⾏するコントローラだけ
です。移⾏に間接パスを使⽤することもできますが、ソース アレイとデスティネーション アレイの間
の最適化されたアクティブなパスを使⽤することを推奨します。次の図は、両⽅のファブリックにプ
ライマリ（アクティブ）パスが存在するHDS AMS2100ストレージとETERNUS AX/HXシリーズを⺬してい
ます。

この図は、デュアル ファブリックのストレージの配線の例を⺬したものです。

配線に際しては次のベストプラクティスに従ってください。

• ファブリックへの接続に使⽤する空きイニシエータ ポートがETERNUS AX/HXシリーズに必要です。
空きイニシエータ ポートがない場合は構成してください。

ターゲット ポートとイニシエータ ポートのゾーニング
FLI移⾏の実⾏時は、ソース ストレージのLUNにETERNUS AX/HXシリーズからアクセスする必要がありま
す。これは、ソース ストレージのターゲット ポートをデスティネーション ストレージのイニシエー
タ ポートとゾーニングすることで実現されます。

11



 | データ移⾏の実装の基本 |

ソース ストレージからホストへの既存のゾーンは変更されず、移⾏後は⾮アクティブ化されます。移
⾏されたLUNにホストがデスティネーション ストレージからアクセスできるように、ホストからデス
ティネーション ストレージへのゾーンが作成されます。

FLIを使⽤した標準的な移⾏シナリオでは、次の4つのゾーンが必要です。

• ゾーン1：ソース ストレージからデスティネーション ストレージ（本番ファブリックA）
• ゾーン2：ソース ストレージからデスティネーション ストレージ（本番ファブリックB）
• ゾーン3：ホストからデスティネーション ストレージ（本番ファブリックA）
• ゾーン4：ホストからデスティネーション ストレージ（本番ファブリックB）

ゾーニングに際しては次のベストプラクティスに従ってください。

• ソース ストレージのターゲット ポートとデスティネーション ストレージのターゲット ポートを同
じゾーンに混在させないでください。

• デスティネーション ストレージのイニシエータ ポートとホストのポートを同じゾーンに混在させ
ないでください。

• デスティネーション ストレージのターゲット ポートとイニシエータ ポートを同じゾーンに混在さ
せないでください。

• 冗⻑性を確保するために、各コントローラについて少なくとも2つのポートでゾーニングします。
• 1つのイニシエータと1つのターゲットでゾーニングすることを推奨します。

注 :  ソース ストレージのターゲット ポートをデスティネーション ストレージのイニシエータ ポート
とゾーニングしたあと、storage array showコマンドを使⽤すると、ソース ストレージがデス
ティネーション ストレージで認識されます。

ストレージ システムが初めて検出されたとき、コントローラでストレージが⾃動的に表⺬されないこ
とがあります。これを修正するには、ONTAPイニシエータ ポートが接続されているスイッチ ポートを
リセットします。

FLIのゾーニングの要件
FLIを使⽤した標準的な移⾏シナリオでは、次の4つのゾーンが必要です。各ゾーンに特定のポートを
含める必要があります。

• ゾーン1：ソース ストレージからデスティネーション ストレージ（本番ファブリックA）

ゾーン1には、すべてのノードのすべてのデスティネーション ストレージのイニシエータとファブ
リックAのすべてのソース ストレージのターゲット ポートを含める必要があります。ゾーン メン
バーは次のとおりです。

• ONTAP – Node1 – 0a
• ONTAP – Node2 – 0a
• AMS2100 – Ctrl0 – 0a
• AMS2100 – Ctrl1 – 1a

• ゾーン2：ソース ストレージからデスティネーション ストレージ（本番ファブリックB）

ゾーン2には、すべてのノードのすべてのデスティネーション ストレージのイニシエータ ポートと
ファブリックBのすべてのソース ストレージのターゲット ポートを含める必要があります。ゾー
ン2のメンバーは次のとおりです。

• ONTAP – Node1 – 0b
• ONTAP – Node2 – 0b
• AMS2100 – Ctrl0 – 0e
• AMS2100 – Ctrl1 – 1e

• ゾーン3：ホストからデスティネーション ストレージ（本番ファブリックA）

ゾーン3には、Host Bus Adapter（HBA;ホスト バス アダプタ）ポート1と本番ファブリックAのデス
ティネーションのコントローラ ポートを含める必要があります。ゾーン3のメンバーは次のとおり
です。
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• ONTAP – lif1
• ONTAP – lif3
• ホスト – HBA0

• ゾーン4：ホストからデスティネーション ストレージ（本番ファブリックB）

ゾーン4には、HBAポート2と本番ファブリックBのデスティネーションのコントローラ ポートを含
める必要があります。ゾーン4のメンバーは次のとおりです。

• ONTAP – lif2
• ONTAP – lif4
• ホスト – HBA1

イニシエータ グループの構成
正しく動作するようにするには、LUNマスキングを適切に構成することが重要です。ETERNUS AX/HXシ
リーズのすべてのイニシエータ ポート（両⽅のノード）が同じigroupに属している必要があります。

FLI移⾏の実⾏時は、ソース ストレージのLUNにETERNUS AX/HXシリーズからアクセスする必要がありま
す。ゾーニングとは別にアクセスを有効にするには、デスティネーション ストレージのイニシエータ
ポートのWorld Wide Port Name（WWPN）を使⽤してソース ストレージにイニシエータ グループを作成
する必要があります。

富⼠通 アレイのイニシエータ グループでは、常にAsymmetric Logical Unit Access（ALUA）を有効にして
ください。

イニシエータ グループは、ベンダーや製品によって呼び⽅が異なります。次に例を⺬します。

• Hitachi Data Systems（HDS）では「ホスト グループ」。
• ETERNUS AB/HBシリーズでは「ホスト エントリ」。
• EMCでは「イニシエータ レコード」または「ストレージ グループ」。
• 富⼠通では「igroup」。

これらの呼び⽅に関係なく、イニシエータ グループの⽬的は、同じLUNマッピングを共有するイニシ
エータをWWPNで識別することです。

イニシエータ グループを定義するには、各アレイのドキュメントでLUNマスキング（igroup、ホスト
グループ、ストレージ グループなど）の設定⽅法を確認してください。

テスト移⾏を実施する理由
実稼働環境のデータを移⾏する前に、お客様のテスト環境ですべての構成をテストすることを推奨し
ます。

実稼働環境で移⾏を実⾏する前に、異なるサイズの⼀連のテスト移⾏を実施する必要があります。実
稼働環境での移⾏前にテスト移⾏を実施することで次のことが可能です。

• ストレージとファブリックの構成が正しいことを確認します。
• 移⾏の所要時間とパフォーマンスを⾒積もります。

テスト移⾏の結果を使⽤して、実稼働環境の移⾏にかかる時間と予想されるスループットを⾒積も
ることができます。移⾏にかかる時間にはさまざまな可変要素が影響するため、これを⾏わないと
正確に⾒積もることは難しくなります。

注 :  テスト移⾏は、実稼働環境のデータの移⾏を開始する少なくとも1週間前に実施する必要がありま
す。これにより、アクセス、ストレージ接続、ライセンスなどの問題を解決するための⼗分な時間が
確保されます。
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移⾏プロセスの概要

FLI移⾏プロセスは、調査、分析、計画、実⾏、検証の5つのフェーズからなるデータ移⾏⼿法です。

これらのフェーズは、移⾏プロセスの各段階で実⾏する⼀般的なタスクを特定するのに役⽴つ⼀般的
なフレームワークとなります。このセクションの図では、主要なコンポーネントであるホスト、ファ
ブリック、デスティネーション ストレージ、ソース ストレージの4つで実⾏できるタスクを並べて⺬
してあります。

調査フェーズのワークフロー
移⾏プロセスの調査フェーズでは、ホストの修正や移⾏計画の作成などの以降の⼿順で使⽤する情報
を収集します。ほとんどの情報の収集は、OneCollectなどのデータ収集ツールを使⽤して⾃動化されま
す。

次の図に、調査フェーズのワークフローを⺬します。

調査フェーズのタスクを次の表に⺬します。

表 1:

コンポーネント タスク

ホスト • HBAのWWPN（ゾーンの作成に使⽤）を特定します。
• LUNの情報（サイズ、シリアル番号、パーティション レイアウ

ト、オフセット）を特定します。
• サードパーティのMPIO構成、ホスト オペレーティング システ

ム、HBA / CNAのモデルとファームウェアなどを特定します。
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コンポーネント タスク

ファブリック ホストからソース ストレージへのゾーンを特定します （これらは移
⾏後に削除されます）。

デスティネーション ストレー
ジ

イニシエータ / ターゲットに使⽤するポートのWWPNを特定します。

ソース ストレージ • WWPN（ゾーンの作成に使⽤）を特定します。
• ホストにマッピングされているLUNを特定します。
• ホストのイニシエータ レコードを特定します。

分析フェーズのワークフロー
分析フェーズでは、移⾏計画の前に対処する必要がある項⽬について調べます。サポートされていな
いホスト構成の仕様を特定する必要があります。

各ホストについて、ターゲット構成（移⾏後）を特定し、ギャップ分析を実⾏してサポートされてい
ないコンポーネントを特定します。ホストの分析は、完了後すぐに確認してください。必要な更新
には、各ホストで実⾏されているアプリケーションとの互換性を損なう可能性があるものも含まれま
す。

通常、必要なホストの変更は、実際の移⾏イベントを開始するまでは⾏いません。これはメンテナ
ンス時間のスケジュール設定が⼀般に必要になるためですが、システムのパッチの適⽤やHost Bus
Adapter（HBA;ホスト バス アダプタ）の更新など、可能であれば事前に実⾏することでリスクが低下
するものもあります。 また、システムの更新は、アプリケーションの更新と連携して同じメンテナン
ス イベントで頻繁に⾏われます。通常、移⾏前にMultipath I/O（MPIO;マルチパスI/O）の構成を変更す
ると、現在のストレージのサポートにも影響します。たとえば、LinuxでホストからPowerPathを削除
してネイティブMPIOとAsymmetric Logical Unit Access（ALUA）を使⽤するように再構成すると、現在の
ストレージ構成でサポートされなくなることがあります。

MPIOの再構成が必要な場合は、移⾏が完了してから⾏うとロールバックのプロセスが簡単になりま
す。

計画フェーズのタスクを次の表に⺬します。

表 2:

コンポーネント タスク

ホスト 1. 各ホストのギャップ分析を実⾏します。サポートされているター
ゲット構成と同じ構成にするために必要な修正プログラム / パッ
チ、OSアップデート、HBAドライバ、ファームウェア アップグ
レードを特定します。また、このホストにインストールする他の
富⼠通 ソフトウェア（SnapDrive®、SnapManager®）の要件も考
慮する必要があります。

2. 各ホストのターゲット構成（移⾏後）を確認します（OS構
成、MPIO、HBAの詳細、Host Utility Kitのバージョン）。

3. 追加の富⼠通製品の要件（SnapDrive、SnapManager）を確認しま
す。

関連資料
Site Survey and Planningワークシートの例（82ページ）
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 | 移⾏プロセスの概要 |

計画フェーズのワークフロー
データ移⾏プロセスの計画フェーズでは、詳細な移⾏計画を作成して実際の移⾏の準備がすべて整っ
ていることを確認するための必要なタスクを⾏います。移⾏作業の⼤半を占めるのが、このフェーズ
で実施する計画となります。

計画フェーズでは、分析フェーズで収集したホスト ギャップ分析情報を使⽤して修正計画を策定しま
す。ホスト修正情報を盛り込んだ計画を作成します。エンドツーエンドの接続を検証したあと、テス
ト移⾏を実施して、実稼働環境で移⾏を開始する前にすべてが適切に構成されていることを確認しま
す。

次の図に、計画のワークフローを⺬します。

計画フェーズのタスクを次の表に⺬します。

表 3:

コンポーネント タスク

ファブリック 1. 既存のゾーンセットをバックアップします。
2. ソース ストレージをデスティネーション ストレージにゾーニ

ングします。

16



 | 移⾏プロセスの概要 |

コンポーネント タスク

デスティネーション ストレージ 1. イニシエータ ポートをファブリックに接続します。
2. ソース ストレージとテスト⽤LUNを検出します。ソー

スLUNを外部としてマークします。
3. 外部LUNを使⽤してテスト⽤LUNを作成します。
4. テスト⽤igroupを作成し、テスト⽤LUNをマッピングします。
5. テスト⽤LUNをオフラインにします。
6. インポート関係を作成し、テスト移⾏を開始します。
7. インポート関係を削除し、テスト⽤LUNのマッピングを解除

します。
8. テスト⽤LUNを削除します。

ソース ストレージ 1. イニシエータ ポートのWWPNを使⽤してデスティネーション
ストレージのホスト グループを作成します。

2. テスト⽤LUN（1GB）を作成します。
3. テスト⽤LUNをデスティネーション ストレージのホスト グ

ループに割り当てます（マッピング / マスキング）。
4. テスト⽤LUNを削除します。

関連資料
ホストの修正（76ページ）

FLIのサポートされる構成
FLIの適切な運⽤とサポートのために、サポートされている⽅法で環境を展開する必要があります。エ
ンジニアリングで新しい構成が認定されると、サポートされる構成のリストが変更されます。特定の
構成についてのサポート状況を確認するには、富⼠通サポートにお問い合わせください。

サポートされるデスティネーションストレージは、ONTAP 9.7以降のみです。サード パーティ製スト
レージへの移⾏はサポートされていません。サポートされているソース ストレージ システム、スイッ
チ、ファームウェアの⼀覧については、富⼠通サポートにお問い合わせください。

インポートが完了し、すべてのLUNが富⼠通コントローラに移⾏されたら、すべての構成がサポート
されていることを確認します。

実⾏フェーズのワークフロー
実⾏フェーズでは、FLIオフラインまたはオンライン移⾏を実⾏するためのLUN移⾏タスクを⾏いま
す。

問題を検出して修正し、リスクを軽減するために、ホスト イベント ログを確認します。⼤規模な再構
成の前に、ホストに根本的な問題がないことを確認するためにホストをリブートします。

ソースLUNがデスティネーション ストレージで認識されたら、移⾏ジョブを作成して実⾏できます。
移⾏が完了する（FLIオフライン）かFLI LUN関係が確⽴される（FLIオンライン）と、ホストがデスティ
ネーション ストレージにゾーニングされます。新しいLUNがマッピングされ、ドライバ、マルチパス
ソフトウェア、および分析フェーズで特定されたその他の更新について、ホストの修正を開始できま
す。

オフライン移⾏ワークフロー
オフライン移⾏ワークフローは、移⾏プロセスの実⾏フェーズで実⾏されます。次のオフライン ワー
クフローの図は、ホスト、ファブリック、デスティネーション ストレージ、ソース ストレージで実⾏
されるタスクを⺬しています。

17



 | 移⾏プロセスの概要 |

オフライン ワークフローのタスクを次の表に⺬します。
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 | 移⾏プロセスの概要 |

表 4:

コンポーネント タスク

ホスト 1. ホストをリブートして、すべてのファイルシステムがマウントされたこと、す
べてのLUNパスが使⽤可能であること、サービスが開始されたことを確認しま
す。

2. ホストを準備してシャットダウンします。
3. 移⾏が完了したら、ホストの電源をオンにします。
4. 新しいSANブートLUNを使⽤するようにHBAを設定します（SANブートのみ）。
5. サードパーティのMPIOをアンインストールします。
6. 富⼠通 ホスト ソフトウェアをインストールし、マルチパスを設定します。
7. SANブートLUNへのすべてのパスが正常であることを確認します（SANブートの

み）。
8. 新しいデバイスを反映するようにシステム ファイルと構成を更新します。
9. すべてのLUNへのすべてのパスが正常であることを確認します。
10.すべてのサービスを再度有効にしてホストをリブートします（ホストが稼働状

態に戻ったこと、すべてのファイルシステムがマウントされたこと、すべての
サービスが開始されたことを確認します）。

11.新しいSANブートLUNへの2番⽬のパスでHBAを設定します（SANブートの
み）。

ファブリック 1. ホストとソース ストレージのゾーニングを解除します。
2. ホストからデスティネーション ストレージへのゾーンを作成します。

デスティネー
ション ストレー
ジ

1. ソース アレイと新しいLUNを検出します。
2. ソースLUNを外部としてマークします。
3. 外部LUNを使⽤してデスティネーションLUNを作成します。
4. ホスト イニシエータのigroupを作成し、デスティネーショ

ンLUNをigroup.migration Snapshotコピーにマッピングします。
5. デスティネーションLUNをオフラインにします。
6. インポート関係を作成し、インポート ジョブを開始します。
7. 検証ジョブを作成します（オプション）。
8. インポート関係を削除します。
9. 外部LUN属性をfalseに設定します。
10.デスティネーションLUNをオンラインにします。
11.デスティネーションLUNのロールバック⽤にSnapshot®コピーを作成します。
12.接続を単⼀のパスに制限します（SANブートのみ）。
13.SANブートLUNをホストに割り当てます（SANブートのみ）。この時点ではデー

タLUNは割り当てません。
14.すべてのホスト ポートにログインしていることを確認します。
15.デスティネーションSANブートLUNのロールバック⽤にSnapshotコピーを定期

的に作成します（SANブートのみ）。
16.SANブートLUNへのすべてのパスを有効にします（SANブートのみ）。
17.データLUNをホストに割り当てます。
18.最終的なSnapshotコピーを作成します。

ソース ストレー
ジ

1. ソースLUNをデスティネーション ストレージに割り当てます。
2. デスティネーション ストレージに割り当てられているソースLUNを削除しま

す。
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 | 移⾏プロセスの概要 |

オンライン移⾏ワークフロー
オンライン移⾏ワークフローは、移⾏プロセスの実⾏フェーズで実⾏されます。次のオンライン ワー
クフローの図は、ホスト、ファブリック、デスティネーション ストレージ、ソース ストレージで実⾏
されるタスクを⺬しています。
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 | 移⾏プロセスの概要 |

オンライン ワークフローのタスクを次の表に⺬します。

表 5:

コンポーネント タスク

ホスト 1. すべてのファイルシステムがマウントされたこと、すべてのLUNパスとアプ
リケーションが使⽤可能であることを確認します。

2. オプション：インポートする対象がESXのLUNの場合は、付録A「ESX CAW /
ATSの修正」の⼿順を確認して指⺬に従います。

3. ホストを準備してシャットダウンします。
4. デスティネーションLUNのホストの電源をオンにします。
5. 新しいSANブートLUNを使⽤するようにHBAを設定します（SANブートの

み）。
6. サードパーティのMPIOをアンインストールします。
7. 富⼠通 ホスト ソフトウェアをインストールし、マルチパスを設定します。
8. SANブートLUNへのすべてのパスが正常であることを確認します（SANブート

のみ）。
9. 新しいデバイスを反映するようにシステム ファイルと構成を更新します。
10.すべてのLUNへのすべてのパスが正常であることを確認します。
11.すべてのサービスを再度有効にしてホストをリブートします（ホストが稼働

状態に戻ったこと、すべてのファイルシステムがマウントされたこと、すべ
てのサービスが開始されたことを確認します）。

12.新しいSANブートLUNへの2番⽬のパスでHBAを設定します（SANブートの
み）。

ファブリック 1. ホストとソース ストレージのゾーニングを解除します。
2. ホストからデスティネーション ストレージへのゾーンを作成します。

デスティネーショ
ン ストレージ

1. ソース アレイと新しいLUNを検出します。
2. ソースLUNを外部としてマークします。
3. 外部LUNを使⽤してデスティネーションLUNを作成します。
4. ホスト イニシエータのigroupを作成し、デスティネーションLUNをigroupに

マッピングします。
5. デスティネーションLUNをオフラインにします。
6. ソース アレイのLUNマスキング（igroup）からホストを削除します。
7. インポート関係を作成し、インポート ジョブを開始します。
8. 前述のホストの⼿順4を実⾏します（ホストを新しいLUNの場所に再マッピ

ングします）。
9. 接続を単⼀のパスに制限します（SANブートのみ）。
10.SANブートLUNをホストに割り当てます（SANブートのみ）。この時点では

データLUNは割り当てません。
11.デスティネーションSANブートLUNのロールバック⽤にSnapshotコピーを定

期的に作成します（SANブートのみ）。
12.SANブートLUNへのすべてのパスを有効にします（SANブートのみ）。
13.デスティネーションLUNをオンラインにします。
14.デスティネーションLUNのロールバック⽤にSnapshotコピーを作成します。
15.インポート関係を開始します（ソースLUNからデスティネーションLUNへの

データ コピーを開始します）。
16.検証ジョブを作成し、インポート関係を停⽌します（オプション）。
17.インポート関係を削除します。
18.外部LUN属性をfalseに設定します。
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コンポーネント タスク

ソース ストレージ 1. ソースLUNをデスティネーション ストレージに割り当てます。
2. ソースLUNのホストへのマッピングを解除します。
3. デスティネーションLUNのロールバック⽤にSnapshotコピーを作成します。
4. デスティネーション ストレージに割り当てられているソースLUNを削除しま

す。

検証フェーズのワークフロー
移⾏プロセスの検証フェーズでは、移⾏後のクリーンアップと移⾏計画どおりに実⾏できたかどうか
の確認を⾏います。ソース ストレージのイニシエータ レコードを削除し、ソースとデスティネーショ
ンの間のゾーンを削除します。

次の図に、検証フェーズのワークフローを⺬します。

検証フェーズのタスクを次の表に⺬します。

表 6:

コンポーネント タスク

ホスト お客様がアプリケーションのテストを実施します。

ファブリック 1. ホストからソース ストレージへのゾーンをゾーンセットから削除
します。

2. ソース ストレージからデスティネーションへのゾーンを削除しま
す。

3. 新しいゾーンセットをバックアップします。

デスティネーション ストレー
ジ

1. LUNのアライメントを確認します。
2. イベント ログからFLIインポート ログを収集します。
3. 移⾏プロセス中に⼿動で作成して使⽤したSnapshotコピーを削除

します。
4. ソース アレイを削除します。
5. 最終的な構成を⽂書化します。
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コンポーネント タスク

ソース ストレージ 1. ホスト ストレージのイニシエータ グループを削除します。
2. デスティネーション ストレージのイニシエータ グループを削除

します。

調査フェーズのデータ収集⼿順
調査フェーズでは、移⾏の計画と実⾏に必要なお客様の環境の情報を収集します。

データ収集フェーズではActive IQ OneCollectを使⽤します。詳細については、Active IQ OneCollectのド
キュメントを参照してください。

分析フェーズのサポート組み合わせ表のベストプラクティス
分析フェーズでは、移⾏作業を進める前に対処する必要がある項⽬について調べます。ホストの構成
情報をサポート組み合わせ表に記載されているサポート対象の構成と⽐較する必要があります。

サポート組み合わせ表はWebベースのユーティリティで、富⼠通が認定した他社の製品やコンポーネ
ントと連携する富⼠通製品の構成に関する情報を検索することができます。サポート組み合わせ表に
は、富⼠通のサポート対象構成と認定構成の両⽅が含まれます。サポート対象構成は富⼠通の認定済
みの構成で、 認定構成は富⼠通 コンポーネントとの連携を他社が認定している構成です。

サポート組み合わせ表のベストプラクティス

• 必要なソフトウェアやアップグレードに対応するサポート組み合わせ表の推奨事項を計画ワーク
シートの[Switches and Hosts]セクションに⼊⼒します。

• サポート組み合わせ表には、ONTAP OS、プロトコル、CFモードなど、静的な情報から⼊⼒してい
きます。その後、Site Surveyをフィルタのガイドとして使⽤して、ホストOS、ボリューム マネー
ジャ、HBAの情報を⼊⼒します。

• 具体的な情報を⼊⼒しすぎると結果が返されない場合があることに注意してください。複数の結果
が返されるようにして、その中から最適なものを選択することを推奨します。

• ホストのHBAについて、OEMパーツ番号が報告されることがあります。その場合は、サポート組み
合わせ表に⼊⼒する前に相互参照が必要になります。

• 各ホストについて、サポートされるかどうかをサポート組み合わせ表と照合して確認します。

FLIの相互運⽤性とサポート条件

Foreign LUN Importを実⾏する前に、相互運⽤性について次の2つを確認する必要があります。

• FLIがサポートされていることを確認します。
• インポート完了後のエンドツーエンドの完全な構成がサポートされる構成であることを確認しま

す。これについては、富⼠通サポートにお問い合わせください。

さらに、ターゲットのONTAPバージョンについて次の3つの条件を確認します。

• ソース ストレージのプラットフォームのモデルとマイクロコード バージョン。
• SANスイッチのモデルとマイクロコード バージョン。
• 富⼠通 コントローラ、お客様の環境（スイッチ、HBA、ファームウェア、サーバ ハードウェアな

ど）、および移⾏後にLUNをマウントするSAN接続クライアント。

これらの3つのコンポーネントのいずれかがサポートされていない場合は、移⾏プロセスの実⾏中や実
⾏後の正常な結果と⼗分なサポートのために、⼀部修正が必要になることがあります。
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 | 移⾏プロセスの概要 |

サポートされていないLUNの有効化
ソース アレイのホストOS、HBA、スイッチ、およびETERNUS AX/HXシリーズと最終的な構成がすべて
サポートされていることを確認することが重要です。詳細は、富⼠通サポートにお問い合わせくださ
い。

ここでは、次のユースケースについて説明します。

• iSCSI LUNをFC LUNとしてインポートする
• 移⾏したLUNをETERNUS AXシリーズに移動する

FC以外のLUNのインポート
FLIではFC LUNのみがサポートされます。ただし、iSCSI LUNをインポートするための回避策がありま
す。iSCSI LUNをFC LUNとしてインポートするため、他のFLIオンラインの7-ModeからONTAPへのワーク
フローとは異なり、このワークフロー全体で中断時間が発⽣します。

このタスクについて

iSCSI LUNをFC LUNとしてインポートするため、他のFLIオンラインの7-ModeからONTAPへのワークフ
ローとは異なり、このワークフロー全体で中断時間が発⽣します。

⼿順

1. ソース アレイで、⽬的のiSCSI LUNのiSCSI igroupへのマッピングを解除する必要があります。
2. ソース アレイで、LUNをFC igroupにマッピングし、デスティネーション アレイのWWPNがigroupに

追加されていることを確認します。
3. LUNをインポートします。
4. LUNのインポートが完了したら、新しいiSCSI igroupを作成してホストを追加できます。
5. ホストで、LUNを再スキャンします。

本ドキュメントに記載されている製品や機能のバージョンがお客様の環境でサポートされるかどう
かについては、富⼠通サポートにお問い合わせください。サポートの可否は、お客様の実際のイン
ストール環境が公表されている仕様に従っているかどうかによって異なります。

Foreign LUN Importを使⽤したETERNUS AXへのLUNのインポート
それらのリリースでは、ETERNUS AXと同じクラスタのETERNUS AX以外のハイアベイラビリティ（HA）
ペアにForeign LUN Import（FLI）をステージングする必要があります。

ETERNUS AXでFLIがサポートされます。FKUを使⽤して、他のアレイからONTAPクラスタに直接LUNをイ
ンポートできます。

富⼠通 アカウント チームにPVRの承認を申請してください。承認されると、提出者（通常は富⼠通の
システム エンジニア）にFLIの機能を有効にするための⼿順が記載された承諾書が送付されます。

ETERNUS AXと同じクラスタのETERNUS AX以外のHAペアにFLIのインポートをステージングする必要があ
ります。移⾏が完了したら、ボリュームやLUNの移動などのノンストップ オペレーション（NDO）を
使⽤して、移⾏したLUNをETERNUS AXに移動できます。ETERNUS AXクラスタにETERNUS AX以外のノー
ドがない場合は、アカウント チームに問い合わせて⼀時貸し出し機が利⽤可能かどうかを相談してく
ださい。

ギャップ分析レポート
ギャップ分析は、お客様の現在の環境と富⼠通の推奨の環境に関するレポートです。お客様の環境に
おいて移⾏後に実⾏する必要がある、推奨されるすべてのアップグレードが提⺬されます。

ターゲット構成（移⾏後）には、各ホストの詳細（OS構成、MPIO、HBAの詳細、Host Utility Kitのバー
ジョン）が含まれます。SnapDriveやSnapManagerなど、富⼠通のその他の必要な製品に関する情報も
提供されます。
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必要な変更は、実際の移⾏イベントを開始するまでは通常⾏いません。これは、メンテナンス時間の
スケジュール設定が⼀般に必要になるためです。通常、移⾏前にMPIOの構成を変更すると、現在のス
トレージのサポートにも影響します。

Site Survey and Planningワークシートの[Hosts]セクションの[Fujitsu Recommended]に⼊⼒した情報が
ギャップ分析レポートとして使⽤されます。ギャップ分析は、移⾏プロジェクトに含まれるすべての
ホストについて実施する必要があります。完成したギャップ分析レポートをお客様と⼀緒に確認する
必要があります。

ギャップ分析レポートの例を次に⺬します。

計画 / 準備フェーズの⼿順
FLI計画フェーズでは、詳細な移⾏計画を作成し、実際の移⾏に向けてお客様の環境を準備するため
の必要なタスクを⾏います。このフェーズで少なくとも1回はテスト移⾏を実施して、Foreign LUN
Importのインストールとセットアップを確認します。

計画フェーズでは、次のタスクを実⾏します。

• Site Survey and Planningワークシートの[LUNの詳細]セクションに各ストレージ システムのストレー
ジ マッピング情報を⼊⼒して、ソースとデスティネーションのLUNのマッピングを作成します。

• 計画に基づいてソース ストレージをファブリックに接続します。
• スイッチ ゾーンを設定します。
• テスト移⾏を1回以上実施して、インストールとセットアップを確認します。

関連資料
Site Survey and Planningワークシートの例（82ページ）

FLI移⾏のための配線のベストプラクティス
ETERNUS AX/HXシリーズをFLI移⾏⽤に構成するには、計画の情報と推奨されるベストプラクティスに基
づいてソース ストレージをファブリックに接続する必要があります。

ETERNUS AX/HXシリーズをFLI移⾏⽤に構成する際の配線に関する推奨されるベストプラクティスを次に
⺬します。

• 冗⻑性を確保するためにデュアル ファブリックを使⽤します。
• FLI移⾏の各デスティネーション ストレージから少なくとも2つのイニシエータと2つのターゲット

ポートを使⽤します。
• デスティネーション ストレージのイニシエータ ポートをホストとゾーニングしないでくださ

い。ETERNUS AX/HXシリーズのイニシエータ ポートを使⽤して、ソース ストレージのターゲット
ポートとゾーニングします。

本番ファブリックのソース ストレージとデスティネーション ストレージの配線例を次に⺬します。
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スイッチ ゾーンの構成
ソース ストレージをデスティネーション ストレージに接続するために、SANスイッチに必要なゾーン
を作成する必要があります。

⼿順

1. 本番ファブリックと移⾏ファブリックの各スイッチの既存のゾーンセットをバックアップします。
2. ソース ストレージとデスティネーション ストレージを次のようにゾーニングします。

3. ゾーンを作成し、本番ファブリックAのゾーンセットに追加します。

次の例は、実稼働環境の本番ファブリックAのゾーンZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabAを⺬したも
のです。

表 7:

WWPN ゾーン メンバー

50:06:0e:80:10:46:b9:60 AMS2100のコントローラ0のポート0a

50:06:0e:80:10:46:b9:68 AMS2100のコントローラ1のポート1a

50:0a:09:80:00:d3:51:59 ETERNUS AX/HXシリーズのノード1のポート0a

50:0a:09:80:00:e7:81:04 ETERNUS AX/HXシリーズのノード2のポート0a

4. ファブリックAでゾーンセットをアクティブにします。
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5. ゾーンを作成し、本番ファブリックBのゾーンセットに追加します。

次の例は、実稼働環境の本番ファブリックAのゾーンZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabBを⺬したも
のです。

表 8:

WWPN ゾーン メンバー

50:06:0e:80:10:46:b9:64 AMS2100のコントローラ0のポート0e

50:06:0e:80:10:46:b9:6c AMS2100のコントローラ1のポート1e

50:0a:09:80:00:d3:51:59 ETERNUS AX/HXシリーズのノード1のポート0b

50:0a:09:80:00:e7:81:04 ETERNUS AX/HXシリーズのノード2のポート0b

6. 本番ファブリックBでゾーンセットをアクティブにします。

ソース ストレージの構成⽅法
イニシエータ ポートのホスト エントリ（LUNマスキング、富⼠通ではigroupと呼びます）を追加
するには、ソース ストレージのドキュメントを参照してください。この情報は、Site Survey and
Planningワークシートの[ストレージ グループ]セクションから取得できます。

移⾏のテスト
アレイ、スイッチ、ホストが正しく構成されていることを確認するために、少なくとも1回はテスト移
⾏を実施する必要があります。これらのテストには、移⾏の所要時間や作業レベルを判断するための
サンプルを取得する⽬的もあります。

Hitachi AMS2100を使⽤したテスト移⾏の例
Hitachi AMS2100を外部アレイとして使⽤したテスト移⾏の例を次に⺬します。実際の⼿順は、関連す
るアレイ、ホスト オペレーティング システム、およびその他の変数によって異なる場合があります。

このタスクについて

次の例は、テスト移⾏を実施するために必要な⼿順の⼀般的なガイドとして使⽤できます。テストに
よって明らかになった問題を解決するための時間を⼗分に確保できるように、できるだけ早い段階で
テスト移⾏を実施することを推奨します。実稼働環境で移⾏作業を進める前に、ソース ストレージ
とデスティネーション ストレージのすべての組み合わせについてテスト移⾏を実施する必要がありま
す。

テスト移⾏を実施するには、次の⼿順を実⾏します。

⼿順

1. ソース アレイに2GBのテスト⽤LUNを作成します。
2. システムとしてHitachi Storage Navigator Modularにログインします。
3. [AMS 2100]アレイを選択します。
4. [Show and Configure Array]をクリックします。
5. rootを使⽤してログインします。
6. [Groups]を展開し、[Logical Units]を選択します。
7. [Create LU]を選択してテスト⽤LUNを作成します。
8. 2GBのテスト⽤LUNを作成します。
9. [OK]をクリックします。
10.ここではLUNの割り当てはスキップし、[Close]をクリックして次に進みます。
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11.LUN 0026が作成されていることを確認します。
12.[Groups]を展開し、[Logical Units]を選択します。
13.[Host Groups]を選択してテスト⽤LUNをcDOT_FLIホスト グループにマッピングします。
14.前の⼿順で作成したホスト グループcDOT_FLIを選択し、[Edit Host Group]をクリックします。
15.ホスト グループのポートを選択します。この例では、0a、0e、1a、1eを選択します。[Forced Set to

All Selected Ports]オプションを選択します。

16.[Logical Units]をクリックし、テスト⽤LUNのLUN0026を追加します。
17.[OK]をクリックしてLUNをマッピングします。
18.[Yes, I Have Read the Above Warning and Want to Edit Host Group]を選択し、[Confirm]をクリック

します。
19.ホスト グループの作成を確認し、[Close]をクリックします。
20.テスト⽤LUNとソース ストレージからデスティネーション ストレージへのマッピングを確認

し、Foreign LUN Import（FLI）を実⾏します。
21.adminユーザを使⽤してSSH経由でETERNUS AX/HXシリーズにログインします。
22.モードをadvancedに変更します。DataMig-cmode::> set -privilege advanced

23.advancedのコマンドを続⾏するかどうかを確認するメッセージが表⺬されたら、「y」と⼊⼒しま
す。

24.ONTAPでソース ストレージを検出します。数分待ってから、ソース ストレージの検出を再試⾏しま
す。storage array show

a) ストレージ システムが初めて検出されたとき、ONTAPの⾃動検出でアレイが表⺬されないこと
があります。次の説明に従って、ONTAPイニシエータ ポートが接続されているスイッチ ポート
をリセットします。

たとえば、DataMig-cmodeクラスタのONTAPのイニシエータ ポート0aと0bがCiscoのポー
ト4/9と4/11に接続されているとします。この場合、次のようにしてCiscoスイッチのポート4/9を
リセットします。

conf t
interface fc4/9
shutdown
no shutdown
exit
exit
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通常、1つのポートをリセットするだけで⼗分です。1つのポートをリセットしたら、アレイ リ
ストとLUNパスを確認します。

25.ソース アレイがすべてのイニシエータ ポートで検出されていることを確認します。storage
array config show -array-name HITACHI_DF600F_1

             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
 -----------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960       
 0a
                                                 50060e801046b964       
 0b
                                                 50060e801046b968       
 0a
                                                 50060e801046b96c       
 0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960       
 0a
                                                 50060e801046b964       
 0b
                                                 50060e801046b968       
 0a
                                                 50060e801046b96c       
 0b

26.Hitachiストレージからマッピングされたテスト⽤LUNを表⺬し、ディスクのプロパティとパスを確
認します。storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -instance

                  Disk: HIT-1.1                                       
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: HITACHI_DF600F_1
                Vendor: HITACHI
                 Model: DF600F
         Serial Number: 83017542001A
                   UID:
 48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target Side   
                                                     Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port   
        Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s  
        IOPS
------------------ ---------  -----  -------------------- 
 --------------------  --- ---  -----------------------  ------  ------- 
 ------------  ------------
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-
Cisco9506-1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S     
        0             0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-
Cisco9506-2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S     
        0             0
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DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-
Cisco9506-2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S     
        0             0
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-
Cisco9506-1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S     
        0             0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-
Cisco9506-1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S     
        0             0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-
Cisco9506-2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S     
        0             0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-
Cisco9506-2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S     
        0             0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-
Cisco9506-1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S     
        0             0

Errors:
-

DataMig-cmode::*>

27.シリアル番号を使⽤して、ソースLUNを外部としてマークします。storage disk set-
foreign-lun { -serial-number 83017542001A } -is-foreign true

28.ソースLUNが外部としてマークされていることを確認します。storage disk show -array-
name HITACHI_DF600F_1

29.すべての外部アレイとそのシリアル番号を表⺬します。storage disk show -container-
type foreign -fields serial-number

注 :  lun createコマンドでは、パーティション オフセットに基づいてサイズとアライメントが検出
され、foreign-disk引数を使⽤して対応するLUNが作成されます。

30.デスティネーション ボリュームを作成します。vol create -vserver datamig flivol
aggr1 -size 10g

31.外部LUNを使⽤してテスト⽤LUNを作成します。lun create -vserver datamig -path /
vol/flivol/testlun1 -ostype linux -foreign-disk 83017542001A

32.テスト⽤LUNを表⺬し、ソースLUNのLUNのサイズを確認します。lun show

注 :  FLIオフライン移⾏の場合、LUNをオンラインにしてigroupにマッピングしてから、オフライン
にしてLUNインポート関係を作成する必要があります。

33.イニシエータを追加せずにプロトコルFCPのテスト⽤igroupを作成します。lun igroup create
-vserver datamig -igroup testig1 -protocol fcp -ostype linux

34.テスト⽤LUNをテスト⽤igroupにマッピングします。lun map -vserver datamig -path /
vol/flivol/testlun1 -igroup testig1

35.テスト⽤LUNをオフラインにします。 lun offline -vserver datamig -path /vol/
flivol/testlun1

36.テスト⽤LUNと外部LUNのインポート関係を作成します。lun import create -vserver
datamig -path /vol/flivol/testlun1 -foreign-disk 83017542001A

37.移⾏（インポート）を開始します。lun import start -vserver datamig -path /vol/
flivol/testlun1

38.インポートの進捗を監視します。lun import show -vserver datamig -path /vol/
flivol/testlun1

39.インポート ジョブが正常に完了したことを確認します。lun import show -vserver
datamig -path /vol/flivol/testlun1

vserver foreign-disk   path                operation admin operational
 percent
                                         in progress state state      
 complete
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--------------------------------------------------------------------------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1 
                                           import    started 
                                                           completed     
   100

40.ソースLUNとデスティネーションLUNを⽐較する検証ジョブを開始します。検証の進捗を監視しま
す。lun import verify start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1

DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/
testlun1        
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
 percent
                                         in progress state state      
 complete
--------------------------------------------------------------------------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1 
                                           verify    started 
                                                           in_progress   
    44

41.検証ジョブがエラーなしで完了したことを確認します。lun import show -vserver datamig
-path /vol/flivol/testlun1

vserver foreign-disk   path                operation admin operational
 percent
                                         in progress state state      
 complete
--------------------------------------------------------------------------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1 
                                           verify    started 
                                                           completed     
   100

42.インポート関係を削除して移⾏ジョブを削除します。lun import delete -vserver
datamig -path /vol/flivol/testlun1lun import show -vserver datamig -
path /vol/flivol/testlun1

43.テスト⽤igroupからテスト⽤LUNのマッピングを解除します。lun unmap -vserver datamig -
path /vol/flivol/testlun1 -igroup testig1

44.テスト⽤LUNをオンラインにします。lun online -vserver datamig -path /vol/
flivol/testlun1

45.外部LUN属性をfalseに設定します。storage disk modify { -serial-number
83017542001A } -is-foreign false

注 :  ONTAPイニシエータ ポートを使⽤してソース ストレージに作成したホスト グループは削除し
ないでください。そのソース アレイからの移⾏時に同じホスト グループが再利⽤されます。

46.ソース ストレージからテスト⽤LUNを削除します。
a) システムとしてHitachi Storage Navigator Modularにログインします。
b) [AMS 2100]アレイを選択し、[Show and Configure Array]をクリックします。
c) rootを使⽤してログインします。
d) [Groups]を選択し、[Host Groups]を選択します。
e) [cDOT_FLI Igroup ]を選択し、[Edit Host Group]をクリックします。
f) [Edit Host Group]ウィンドウで、テスト⽤LUNをマッピングするときに選択したすべてのター

ゲット ポートを選択し、[Forced Set to All Selected Ports]を選択します。
g) [Logical Units]タブを選択します。
h) [Assigned Logical Units]ウィンドウからテスト⽤LUNを選択します。
i) [Remove]を選択してLUNマッピングを削除します。
j) [OK]をクリックします。
k) ホスト グループは削除せずに、テスト⽤LUNの削除を続⾏します。
l) [Logical Units]を選択します。
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m) 前の⼿順で作成したテスト⽤LUN（LUN0026）を選択します。
n) [Delete LUN]をクリックします。
o) [Confirm]をクリックしてテスト⽤LUNを削除します。

47.デスティネーション ストレージのテスト⽤LUNを削除します。
a) adminユーザを使⽤してSSH経由でETERNUS AX/HXシリーズにログインします。
b) ETERNUS AX/HXシリーズのテスト⽤LUNをオフラインにします。lun offline -vserver

datamig -path /vol/flivol/testlun1

注 :  別のホストLUNを選択しないように注意してください。
c) ETERNUS AX/HXシリーズのテスト⽤LUNを破棄します。lun destroy -vserver datamig -

path /vol/flivol/testlun1

d) ETERNUS AX/HXシリーズのテスト⽤ボリュームをオフラインにします。vol offline -
vserver datamig -volume flivol

e) ETERNUS AX/HXシリーズのテスト⽤ボリュームを破棄します。vol destroy -vserver
datamig -volume flivol
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FLIオフライン ワークフロー

ここでは、4つのFLIワークフローのうちの1つであるFLIオフライン ワークフローの例を⺬します。

このワークフローでは、HDS AMS2100アレイをソース アレイとして使⽤します。オフライン ワークフ
ローのタスクは次のとおりです。

1. カットオーバーの準備
2. データのインポート
3. 移⾏結果の確認（オプション）
4. FLIオフラインの移⾏後のタスク

FLIオフライン：カットオーバーの準備
Foreign LUN Import（FLI）の移⾏前の準備として、ホストとソースLUNのパスを検証します。ホストの
リブート後、移⾏に備えてシャットダウンします。

移⾏と修正が完了したあと、ホストを稼働状態にして新しいデスティネーション ストレージに接続
し、エンド ユーザがアプリケーションを検証できるようにします。

ホストのリブートによるシステム状態の検証
構成を変更する前に移⾏ホストをリブートします。移⾏作業を進める前に、システムが正常な状態で
あることを確認してください。

このタスクについて

リブート後もサーバの構成が初期状態のまま維持されていることを確認するには、次の⼿順を実⾏し
ます。

⼿順

1. 開いているすべてのアプリケーションをシャットダウンします。
2. ホストをリブートします。
3. ログを参照してエラーがないか確認します。

ホストLUNのパスとマルチパス構成の検証
移⾏の前に、マルチパスが正しく構成されて適切に動作していることを確認する必要がありま
す。LUNへの使⽤可能なすべてのパスがアクティブである必要があります。

Windowsホストのマルチパスの検証
Foreign LUN Import（FLI）プロセスの⼀環として、マルチパスがホストで正しく構成されて機能してい
ることを確認する必要があります。

このタスクについて

Windowsホストについて、次の⼿順を実⾏します。

⼿順

1. [ディスクの管理]を開きます。
a) Windowsデスクトップで[スタート]をクリックします。
b) 検索フィールドに「diskmgmt.msc」と⼊⼒します。
c) プログラムのリストでdiskmgmtをクリックします。

2. 複数のパスを確認する各ディスクを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
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3. [MPIO]タブの[MPIOポリシーの選択]のリストで、アクティブなすべてのパスをクリックします。

コマンドラインを使⽤してマルチパスを確認するには、次の⼿順を実⾏します。
4. Windowsコマンド プロンプトを開きます。
5. mpclaim.exe –v c:\multipathconfig.txtを実⾏してマルチパス構成をキャプチャします。

Linuxホストのマルチパスの検証
Foreign LUN Import（FLI）プロセスの⼀環として、マルチパスがホストで正しく構成されて機能してい
ることを確認する必要があります。

このタスクについて

Linuxホストについて、次の⼿順を実⾏します。

⼿順

LinuxホストでDM-MPマルチパスが正しく構成されて機能していることを確認するには、次のコマンド
を実⾏します。multipath -ll

mpath2 (360060e801046b96004f2bf4600000012) dm-6 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:2 sdg 8:96  [active][ready]
 \_ 1:0:1:2 sdo 8:224 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:2 sdc 8:32  [active][ready]
 \_ 1:0:0:2 sdk 8:160 [active][ready]
mpath1 (360060e801046b96004f2bf4600000011) dm-5 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:1 sdb 8:16  [active][ready]
 \_ 1:0:0:1 sdj 8:144 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:1 sdf 8:80  [active][ready]
 \_ 1:0:1:1 sdn 8:208 [active][ready]
mpath0 (360060e801046b96004f2bf4600000010) dm-0 HITACHI,DF600F
[size=20G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:0 sde 8:64  [active][ready]
 \_ 1:0:1:0 sdm 8:192 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:0 sda 8:0   [active][ready]
 \_ 1:0:0:0 sdi 8:128 [active][ready]
mpath3 (360060e801046b96004f2bf4600000013) dm-7 HITACHI,DF600F
[size=3.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:3 sdd 8:48  [active][ready]
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 \_ 1:0:0:3 sdl 8:176 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:3 sdh 8:112 [active][ready]
 \_ 1:0:1:3 sdp 8:240 [active][ready]
[root@dm-rx200s6-22 ~]#

ESXiホストのマルチパスの検証
Foreign LUN Import（FLI）プロセスの⼀環として、マルチパスがホストで正しく構成されて機能してい
ることを確認する必要があります。

このタスクについて

ESXiホストについて、次の⼿順を実⾏します。

⼿順

1. VMware vSphere Clientを使⽤して、ESXiと仮想マシンを確認します。

2. vSphere Clientを使⽤して、移⾏するSAN LUNを確認します。

3. 移⾏するVMFSボリュームとRDM（vfat）ボリュームを確認します。esxcli storage
filesystem list

Mount Point                                        Volume Name       
 UUID                                 Mounted  Type           Size       
  Free
-------------------------------------------------  -----------------
  -----------------------------------  -------  ------  ----------- 
 -----------
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
  538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800 
 12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore     
  53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504  
 6208618496
/vmfs/volumes/538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700                   
  538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700     true  vfat     4293591040  
 4269670400
/vmfs/volumes/c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55                    
 c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55     true  vfat      261853184    
 77844480
/vmfs/volumes/270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da                    
 270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da     true  vfat      261853184   
 261844992
/vmfs/volumes/538400ef-647023fa-edef-00262d04d700                    
 538400ef-647023fa-edef-00262d04d700     true  vfat      299712512    
 99147776
~ #

注 :  エクステントを含むVMFS（スパンVMFS）の場合、スパンに含まれるすべてのLUNを移⾏す
る必要があります。GUIですべてのエクステントを表⺬するには、[Configuration] > [Hardware] >
[Storage]の順に選択し、データストアをクリックして[Properties]リンクを選択します。

注 :  移⾏後にストレージに戻す際、同じVMFSラベルを持つLUNエントリが複数表⺬されます。この
場合は、ヘッドとマークされているエントリのみを選択するようにお客様に伝えます。
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4. 移⾏するLUNとサイズを確認します。esxcfg-scsidevs -c

Device UID                            Device Type      Console Device    
                                        Size      Multipath PluginDisplay
 Name        
mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  CD-ROM           /vmfs/devices/
cdrom/mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  0MB       NMP     Local
 Optiarc CD-ROM (mpx.vmhba36:C0:T0:L0)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  Direct-Access    /vmfs/devices/
disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  20480MB   NMP     HITACHI
 Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  Direct-Access    /vmfs/devices/
disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  40960MB   NMP     HITACHI
 Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
~ #

5. 移⾏するRaw Device Mapping（RDM;rawデバイス マッピング）LUNを特定します。
6. RDMデバイスを確認します。find /vmfs/volumes -name **-rdm**

/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Windows2003/
Windows2003_1-rdmp.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Windows2003/
Windows2003_2-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Linux/Linux_1-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1-
rdmp.vmdk

7. 上記の出⼒から-rdmpと-rdmを削除してvmkfstoolsコマンドを実⾏し、vmlマッピングとRDMタイ
プを確認します。

# vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Windows2003/Windows2003_1.vmdk
vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Windows2003/Windows2003_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Windows2003/
Windows2003_1.vmdk is a Passthrough Raw Device Mapping
Maps to: vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Windows2003/Windows2003_2.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Windows2003/
Windows2003_2.vmdk is a Non-passthrough Raw Device Mapping
Maps to: vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Linux/Linux_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Linux/Linux_1.vmdk
 is a Non-passthrough Raw Device Mapping
Maps to: vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Solaris10/Solaris10_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Solaris10/
Solaris10_1.vmdk is a Passthrough Raw Device Mapping
Maps to: vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
~ #

注 :  パススルーは物理互換RDM（RDMP）で、⾮パススルーは仮想互換RDM（RDMV）です。仮
想RDMおよびVM Snapshotコピーを含むVMは、VM Snapshot差分vmdkが古いnaa IDのRDMを指すた
め、移⾏後に破棄されます。そのため、そのようなVMに含まれるSnapshotコピーは移⾏前にすべ
て削除するようにお客様に伝えます。VMを右クリックし、[Snapshot] > [Snapshot Manager Delete
All]ボタンの順にクリックします。ETERNUS AX/HXシリーズでのVMwareのハードウェア アクセラ
レーションによるロックの詳細については、富⼠通 ナレッジベース3013935を参照してください。

8. RDMデバイス マッピングに対するLUN naaを確認します。

~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
 vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
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naa.60060e801046b96004f2bf4600000016                           
 vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046      
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
 vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017                           
 vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046      
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
 vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000019                           
 vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046      
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
 vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000018                           
 vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046      
~ #

9. 仮想マシンの構成を確認します。esxcli storage filesystem list | grep VMFS

/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
  538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800 
 12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore     
  53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504  
 6208618496
~ #

10.データストアのUUIDを記録します。
11./etc/vmware/hostd/vmInventory.xmlのコピーを作成し、ファイルの内容とvmx構成パスを

メモします。

~ # cp /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml /etc/vmware/hostd/
vmInventory.xml.bef_mig
~ # cat /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
<ConfigRoot>
  <ConfigEntry id="0001">
    <objID>2</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Windows2003/Windows2003.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0004">
    <objID>5</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Linux/
Linux.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0005">
    <objID>6</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Solaris10/Solaris10.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
</ConfigRoot>

12.仮想マシンのハード ディスクを確認します。
この情報は、移⾏後に削除されたRDMデバイスを順番に追加するために必要です。

~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Windows2003/Windows2003.vmx
scsi0:0.fileName = "Windows2003.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk"
scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Linux/Linux.vmx
scsi0:0.fileName = "Linux.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Linux_1.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/
Solaris10/Solaris10.vmx
scsi0:0.fileName = "Solaris10.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Solaris10_1.vmdk"
~ #
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13.RDMデバイス、仮想マシン マッピング、互換モードを確認します。
14.上記の情報を使⽤して、RDMマッピングのデバイス、仮想マシン、互換モード、順序をメモしま

す。
この情報は、RDMデバイスをVMに追加するときに必要になります。

Virtual Machine -> Hardware -> NAA -> Compatibility mode
Windows2003 VM -> scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk" ->
 naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
-> RDM Physical
Windows2003 VM -> scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk" ->
 naa.60060e801046b96004f2bf4600000017                            
-> RDM Virtual
Linux VM -> scsi0:1.fileName = “Linux_1.vmdk” ->
 naa.60060e801046b96004f2bf4600000019 -> RDM Virtual
Solaris10 VM -> scsi0:1.fileName = “Solaris10_1.vmdk” ->
 naa.60060e801046b96004f2bf4600000018 -> RDM Physical

15.マルチパス構成を確認します。
16.vSphere Clientでストレージのマルチパス設定を確認します。

a) vSphere ClientでESXホストまたはESXiホストを選択し、[Configuration]タブをクリックします。
b) [Storage]をクリックします。
c) データストアまたはマッピングされたLUNを選択します。
d) [Properties]をクリックします。
e) [Properties]ダイアログ ボックスで、⽬的のエクステントを必要に応じて選択します。
f) [Extent Device] > [Manage Paths]の順にクリックし、[Manage Path]ダイアログ ボックスでパス

を確認します。

17.ESXiホストのコマンドラインからLUNマルチパス情報を取得します。
a) ESXiホスト コンソールにログインします。
b) esxcli storage nmp device listを実⾏してマルチパス情報を取得します。

# esxcli storage nmp device list
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
 (naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does not
 support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
 {policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=3:
 NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config: 
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L0, vmhba2:C0:T0:L0, vmhba1:C0:T1:L0,
 vmhba1:C0:T0:L0
   Is Local SAS Device: false
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   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000015
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
 (naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does not
 support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
 {policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
 NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config: 
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L1, vmhba2:C0:T0:L1, vmhba1:C0:T1:L1,
 vmhba1:C0:T0:L1
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
 (naa.60060e801046b96004f2bf4600000016)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does not
 support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
 {policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
 NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config: 
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L2, vmhba2:C0:T0:L2, vmhba1:C0:T1:L2,
 vmhba1:C0:T0:L2
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
 (naa.60060e801046b96004f2bf4600000017)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does not
 support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
 {policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
 NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config: 
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L3, vmhba2:C0:T0:L3, vmhba1:C0:T1:L3,
 vmhba1:C0:T0:L3
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000018
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
 (naa.60060e801046b96004f2bf4600000018)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does not
 support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
 {policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
 NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config: 
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L4, vmhba2:C0:T0:L4, vmhba1:C0:T1:L4,
 vmhba1:C0:T0:L4
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000019
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   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
 (naa.60060e801046b96004f2bf4600000019)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does not
 support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
 {policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
 NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config: 
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L5, vmhba2:C0:T0:L5, vmhba1:C0:T1:L5,
 vmhba1:C0:T0:L5
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

FLIオフライン移⾏のためのホストの準備
FLIオフラインの実⾏フェーズには、移⾏ホストの準備が含まれます。

多くの場合、この修正は事前に完了しておくことができます。完了していない場合は、ホスト接続
キットやDSMのインストールなどのホストの修正をここで実⾏します。分析フェーズから、ONTAPを使
⽤してサポートされる構成にするために各ホストで実⾏する必要がある項⽬のギャップ リストが得ら
れます。実⾏する移⾏の種類に応じて、ホストを修正してからリブートするか（オンラインのFLI / 7-
ModeからONTAPへのFLI）、ホストを修正してから移⾏プロセスの完了を待ってシャットダウンします
（オフラインのFLI）。

FLIでのETERNUS AX/HXシリーズへのソースLUNの提供
オフラインFLIプロセスの⼀環として、ソースLUNをETERNUS AX/HXシリーズに提供する必要がありま
す。

⼿順

1. ソース アレイにログインします。
2. 計画フェーズで作成したホスト グループに富⼠通 イニシエータを追加します。
3. 移⾏する必要があるホストLUNを使⽤可能な論理LUNから選択します。Site Survey and Planningワー

クシートのソースLUNのセクションに記載されている各ホストのLUN名を使⽤します。

オフラインFLIのためのデスティネーション ストレージのソースLUNの確認
オフラインForeign LUN Importプロセスの⼀環として、デスティネーション ストレージのソースLUNを
確認する必要があります。

⼿順

1. ソースLUNと、ソース ストレージからデスティネーション ストレージへのマッピングを確認しま
す。

2. adminユーザを使⽤してSSH経由でETERNUS AX/HXシリーズにログインします。
3. モードをadvancedに変更します。set -privilege advanced

4. 処理を続⾏するかどうかを確認するメッセージが表⺬されたら、「y」と⼊⼒します。
5. ONTAPでソース ストレージを検出します。数分待ってから、ソース ストレージの検出を再試⾏しま

す。storage array show

DataMig-cmode::*> storage array show
Prefix                         Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
 ----------
HIT-1                HITACHI_DF600F_1  HITACHI           DF600F
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注 :  ストレージ システムが初めて検出されたとき、ONTAPの⾃動検出でアレイが表⺬されないこと
があります。次の説明に従って、ONTAPイニシエータ ポートが接続されているスイッチ ポートをリ
セットします。

6. ソース アレイがすべてのイニシエータ ポートで検出されていることを確認します。

DataMig-cmode::*> storage array config show -array-name HITACHI_DF600F_1 
             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
 -----------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960       
 0a
                                                 50060e801046b964       
 0b
                                                 50060e801046b968       
 0a
                                                 50060e801046b96c       
 0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960       
 0a
                                                 50060e801046b964       
 0b
                                                 50060e801046b968       
 0a
                                                 50060e801046b96c       
 0b

7. HitachiストレージからマッピングされているソースLUNを表⺬します。ディスクのプロパティとパ
スを確認します。

ケーブル配線に基づいて想定される数のパス（ソース コントローラごとに少なくとも2つのパス）
が表⺬されることを確認する必要があります。また、アレイLUNのマスキング後にイベント ログを
確認する必要があります。

DataMig-cmode::*> storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -fields
 disk, serial-number, container-type, owner, path-lun-in-use-count,
 import-in-progress, is-foreign                
disk     owner is-foreign container-type import-in-progress path-lun-in-
use-count serial-number 
-------- ----- ---------- -------------- ------------------
 --------------------- ------------- 
HIT-1.2  -     false      unassigned     false        0,0,0,0,0,0,0,0    
   83017542001E  
HIT-1.3  -     false      unassigned     false        0,0,0,0,0,0,0,0    
   83017542000E  
HIT-1.14 -     false      unassigned     false        0,0,0,0,0,0,0,0    
   830175420019  
3 entries were displayed.

DataMig-cmode::*>

移⾏ジョブの設定
FLIオフライン ワークフローでは、ソースLUNとデスティネーションLUNを設定する必要があります。

⼿順

1. FLI移⾏では、ソースLUNを外部としてマークする必要があります。シリアル番号を使⽤して、ソー
スLUNを外部としてマークします。

DataMig-cmode::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number
 83017542001E }
                   -is-foreign true
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DataMig-cmode::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number
 83017542000E }
                   -is-foreign true
DataMig-cmode::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number
 83017542000F } 
                   -is-foreign true

2. ソースLUNが外部としてマークされていることを確認します。

DataMig-cmode::*> storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -fields
 disk, serial-number, container-type, owner,import-in-progress, is-
foreign                        
disk     owner is-foreign container-type import-in-progress serial-
number 
-------- ----- ---------- -------------- ------------------
 ------------- 
HIT-1.2  -     true       foreign        false              83017542001E
  
HIT-1.3  -     true       foreign        false              83017542000E
  
HIT-1.4  -     true       foreign        false              83017542000F
  
3 entries were displayed.

3. デスティネーション ボリュームを作成します。

DataMig-cmode::*> vol create -vserver datamig winvol aggr1 -size 100g
[Job 5606] Job succeeded: Successful  

4. 各ボリュームでデフォルトのSnapshotポリシーを無効にします。FLI移⾏の実⾏前にデフォルト
のSnapshotコピーが存在していると、変更されたデータを格納するための追加スペースが必要にな
ります。

DataMig-cmode::> volume modify -vserver datamig -volume winvol -snapshot-
policy none

Warning: You are changing the Snapshot policy on volume winvol to none. 
 Any Snapshot copies on this volume from the previous policy will not be
 deleted by
         this new Snapshot policy. 
Do you want to continue? {y|n}: y
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig. 

5. 各ボリュームのfraction_reserveオプションを0に設定し、Snapshotポリシーをnoneに設定します。

DataMig-cmode::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional-
reserve 0 –snapshot-policy none    
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig. 

6. ボリュームの設定を確認します。

DataMig-cmode::> vol show -vserver datamig -volume * -fields fractional-
reserve,snapshot-policy
vservervolumesnapshot-policyfractional-reserve
-----------------------------------------------
datamig datamig_rootnone0%
datamigwinvolnone0%
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig. 

7. 既存のSnapshotコピーを削除します。

DataMig-cmode::> set advanced; snap delete –vserver datamig –vol winvol –
snapshot * -force true
1 entry was acted on.

注 :  FLI移⾏では、ターゲットLUNのすべてのブロックが変更されます。FLI移⾏の実⾏前にボリュー
ムにデフォルトまたはその他のSnapshotコピーが存在していると、ボリュームがいっぱいになりま
す。FLI移⾏を実⾏する前に、ポリシーを変更し、既存のSnapshotコピーを削除する必要がありま
す。Snapshotポリシーは移⾏後に再度設定できます。
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注 :  lun createコマンドでは、パーティション オフセットに基づいてサイズとアライメントが検出
され、foreign-diskオプションを使⽤して対応するLUNが作成されます。詳細については、富⼠通 ナ
レッジベースの記事「What is an unaligned I/O?」を参照してください。また、⼀部のI/Oは常に部分
的な書き込みとなるため、ミスアライメントとしてレポートされることに注意してください。

8. 外部LUNを使⽤してデスティネーションLUNを作成します。

DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun -
ostype windows_2008 -foreign-disk 83017542001E

Created a LUN of size 40g (42949672960)

Created a LUN of size 20g (21474836480)
DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/linuxvol/lvmlun1
 -ostype linux -foreign-disk 830175420011 

Created a LUN of size 2g (2147483648)
DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun -
ostype vmware -foreign-disk 830175420014

Created a LUN of size 20g (21474836480)

9. デスティネーションLUNを表⺬し、ソースLUNのサイズを確認します。

DataMig-cmode::*> lun show -vserver datamig
Vserver   Path                            State   Mapped   Type       
 Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
 --------
datamig   /vol/esxvol/bootlun             online  unmapped vmware      
 20GB
datamig   /vol/esxvol/linuxrdmvlun        online  unmapped linux        
 2GB
datamig   /vol/esxvol/solrdmplun          online  unmapped solaris      
 2GB
datamig   /vol/winvol/gdrive              online  unmapped windows_2008 
 3GB
4 entries were displayed.

DataMig-cmode::*>

注 :  FLIオフライン移⾏の場合、LUNをigroupにマッピングしてから、オフラインにしてLUNインポー
ト関係を作成する必要があります。

10.プロトコルFCPのホストigroupを作成し、イニシエータを追加します。イニシエータ
のWWPNは、Site Survey and Planningワークシートのストレージ グループのセクションで確認しま
す。

DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype windows -protocol
 fcp -vserver datamig -igroup dm-rx200s6-21 -initiator
 21:00:00:24:ff:30:14:c4,21:00:00:24:ff:30:14:c5

DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype linux -protocol
 fcp -vserver datamig  -igroup dm-rx200s6-22 -initiator
 21:00:00:24:ff:30:04:85,21:00:00:24:ff:30:04:84

DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype vmware -protocol
 fcp -vserver datamig -igroup dm-rx200s6-20 -initiator
 21:00:00:24:ff:30:03:ea,21:00:00:24:ff:30:03:eb

注 :  ソースと同じLUN IDを使⽤します。Site Survey and PlanningワークシートのソースLUNのセク
ションを参照してください。

11.デスティネーションLUNをigroupにマッピングします。

DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun -
igroup dm-rx200s6-21 -lun-id 0

44



 | FLIオフライン ワークフロー |

DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/linuxvol/bootlun -
igroup dm-rx200s6-22 -lun-id 0
DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun -
igroup dm-rx200s6-20 -lun-id 0

12.デスティネーションLUNをオフラインにします。

DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun
DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/
linuxrdmvlun
DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/
solrdmplun

13.デスティネーションLUNとソースLUNのインポート関係を作成します。

DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/winvol/
bootlun -foreign-disk 83017542001E
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/linuxvol/
ext3lun -foreign-disk 830175420013
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/esxvol/
linuxrdmvlun -foreign-disk 830175420018
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/esxvol/
solrdmplun -foreign-disk 830175420019

14.インポート ジョブが作成されたことを確認します。

DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
 percent
                                         in progress state state      
 complete
--------------------------------------------------------------------------
datamig 83017542000E   /vol/winvol/fdrive  import    stopped
                                                           stopped       
     0
datamig 83017542000F   /vol/winvol/gdrive  import    stopped 
                                                           stopped       
     0
datamig 830175420010   /vol/linuxvol/bootlun 
                                           import    stopped 
                                                           stopped       
     0
3 entries were displayed.

関連資料
Site Survey and Planningワークシートの例（82ページ）

FLIオフライン：データのインポート
ソースLUNからデスティネーションLUNにデータをインポートする⼿順は次のとおりです。

⼿順

1. 移⾏のインポートを開始します。

DataMig-cmode::*> lun import start –vserver datamig –path /vol/winvol/
bootlun

DataMig-cmode::*> lun import start –vserver datamig –path /vol/winvol/
fdrive

DataMig-cmode::*> lun import start –vserver datamig –path /vol/winvol/
gdrive

2. インポートの進捗を監視します。表⺬される進捗を確認し、テスト移⾏の実施後に⾒積もりを⾏っ
た想定されるパフォーマンスと⽐較することができます。
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DataMig-cmode::*> lun import show –vserver datamig –fields vserver,
 foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete,
 imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration           
               
vserver foreign-disk path               admin-state operational-state
 percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-
duration 
------- ------------ ------------------ -----------
 ----------------- ---------------- --------------- ------------
 ---------------------------- 
datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started     completed         100
              4194304         4194304      -                            
datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started     completed         100
              6291456         6291456      -                            
datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun 
                                        started     in_progress       83 
              35107077        41943040     00:00:48                     
3 entries were displayed.

3. インポート ジョブが正常に完了したことを確認します。

DataMig-cmode::*> lun import show –vserver datamig –fields vserver,
 foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete,
 imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration 
vserver foreign-disk path               admin-state operational-state
 percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-
duration 
------- ------------ ------------------ -----------
 ----------------- ---------------- --------------- ------------
 ---------------------------- 
datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started     completed         100
              4194304         4194304      -                            
datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started     completed         100
              6291456         6291456      -                            
datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun 
                                        started     completed        
 100 
3 entries were displayed.

FLIオフライン：移⾏結果の確認
検証ジョブはオプションですが、実⾏することを推奨します。この処理では、ソースLUNとデスティ
ネーションLUNをブロック単位で⽐較します。検証ジョブには、移⾏とほぼ同じか、それよりも少し
時間がかかります。

⼿順

1. ソースLUNとデスティネーションLUNを⽐較する検証ジョブを開始します。検証の進捗を監視しま
す。

DataMig-cmode::*> lun import verify start -vserver datamig -path /vol/
winvol/bootlun

DataMig-cmode::*> lun import verify start -vserver datamig -path /vol/
winvol/fdrive

DataMig-cmode::*> lun import verify start -vserver datamig -path /vol/
winvol/gdrive

2. 検証ジョブのステータスを監視します。

DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -fields vserver,
 foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete,
 imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration 
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vserver foreign-disk path               admin-state operational-state
 percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-
duration 
------- ------------ ------------------ -----------
 ----------------- ---------------- --------------- ------------
 ---------------------------- 
datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started     in_progress       57 
              -               4194304      00:01:19                     
datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started     in_progress       40 
              -               6291456      00:02:44                     
datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun 
                                        started     in_progress       8  
              -               41943040     00:20:29                     
3 entries were displayed.

3. 検証ジョブが完了したことを確認します。

DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -fields vserver,
 foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete,
 imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration 
vserver foreign-disk path               admin-state operational-state
 percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-
duration 
------- ------------ ------------------ -----------
 ----------------- ---------------- --------------- ------------
 ---------------------------- 
datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started     completed         100
              -               4194304      -                            
datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started     completed         100
              -               6291456      -                            
datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun 
                                        started     completed         100
              -               41943040     -                            
3 entries were displayed. 

4. 検証が完了したら、検証ジョブを停⽌します。

DataMig-cmode::*> lun import verify stop -vserver datamig -path /vol/
esxvol/winrdmplun

5. インポート関係を削除して移⾏ジョブを削除します。

DataMig-cmode::*> lun import delete -vserver datamig -path /vol/winvol/
bootlun

DataMig-cmode::*> lun import delete -vserver datamig -path /vol/winvol/
fdrive

DataMig-cmode::*> lun import delete -vserver datamig -path /vol/winvol/
gdrive

6. インポート ジョブが削除されたことを確認します

DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig 
There are no entries matching your query.

7. 外部LUN属性をfalseに設定します。

DataMig-cmode::*> storage disk modify { -serial-number 83017542001E } 
-is-foreign false

DataMig-cmode::*> storage disk modify { -serial-number 83017542000E } 
-is-foreign false

DataMig-cmode::*> storage disk modify { -serial-number 83017542000F } 
-is-foreign false

8. インポート後に外部LUNがfalseとしてマークされていることを確認します。

47



 | FLIオフライン ワークフロー |

DataMig-cmode::*> storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -fields
 disk, serial-number, container-type, owner,import-in-progress, is-
foreign
disk     owner is-foreign container-type import-in-progress serial-
number 
-------- ----- ---------- -------------- ------------------
 ------------- 
HIT-1.2  -     false      unassigned     false              83017542001E
  
HIT-1.3  -     false      unassigned     false              83017542000E
  
HIT-1.4  -     false      unassigned     false              83017542000F
  
3 entries were displayed.

9. lun onlineコマンドを使⽤して、デスティネーションLUNをオンラインにします。

DataMig-cmode::*> lun online -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun

DataMig-cmode::*> lun online -vserver datamig -path /vol/winvol/fdrive

DataMig-cmode::*> lun online -vserver datamig -path /vol/winvol/gdrive

10.LUNがオンラインになっていることを確認します。

DataMig-cmode::*> lun show -vserver datamig
Vserver   Path                            State   Mapped   Type       
 Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
 --------
datamig   /vol/esxvol/bootlun             online  mapped   vmware      
 20GB
datamig   /vol/esxvol/linuxrdmvlun        online  mapped   linux        
 2GB
datamig   /vol/esxvol/solrdmplun          online  mapped   solaris      
 2GB
3 entries were displayed.

注 :  インポートのログはクラスタのイベント ログ ファイルに記録されます。

DataMig-cmode::*> event log  show –event fli*
7/7/2014 18:37:21   DataMig-cmode-01 INFORMATIONAL
 fli.lun.verify.complete: Import verify of foreign LUN 83017542001E
 of size 42949672960 bytes from array model DF600F belonging to vendor
 HITACHI  with Fujitsu LUN QvChd+EUXoiS is successfully completed.
7/7/2014 18:37:15   DataMig-cmode-01 INFORMATIONAL
 fli.lun.verify.complete: Import verify of foreign LUN 830175420015
 of size 42949672960 bytes from array model DF600F belonging to vendor
 HITACHI  with Fujitsu LUN QvChd+EUXoiX is successfully completed.
7/7/2014 18:02:21   DataMig-cmode-01 INFORMATIONAL
 fli.lun.import.complete: Import of foreign LUN 83017542000F of size
 3221225472 bytes from array model DF600F belonging to vendor HITACHI  is
 successfully completed. Destination Fujitsu LUN is QvChd+EUXoiU.

FLIオフラインの移⾏後のタスク
移⾏後のタスクとして、まだ実⾏していない未処理のサーバの修正を実⾏します。

他社製ソフトウェアを削除し、富⼠通 ソフトウェアをインストールして設定してから、ホストを稼
働状態にして富⼠通のLUNにアクセスします。特定のホスト タイプの移⾏後の修正の例については、
「ホストの修正」を参照してください。

ログを参照してエラーがないかを確認し、パスを確認し、アプリケーションのテストを実施して、移
⾏が正常に完了したことを確認します。
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関連資料
ホストの修正（76ページ）
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FLIオンライン ワークフロー

ここでは、4つのFLIワークフローのうちの2つ⽬の例として、FLIオンライン移⾏の例を⺬します。

この例のソース アレイはEMC VNX5500です。この例では、FLIオンライン プロセスの⼿順をひととおり
説明します。このガイドの前半部分で説明した⼀般的な情報やプロセスを使⽤するように設計されて
います。オンライン ワークフローのタスクは次のとおりです。

1. LUNパスの準備
2. 停⽌を伴うカットオーバーの実⾏
3. ソースLUNのデータのインポート
4. 移⾏結果の確認
5. FLIオンライン移⾏のクリーンアップ
6. FLIオンラインの移⾏後のタスク

注 :  コントローラのデスティネーションがMetroClusterの場合、オンライン ワークフローは使⽤しない
でください。オンライン インポートの実⾏中にサイトのフェイルオーバーが発⽣した場合、ソース ア
レイへの書き込みパススルーが失敗することがあり、検証エラーでデータが失われる可能性がありま
す。デスティネーションがMetroClusterの場合は、FLIオフライン プロセスを使⽤してください。

ホストのリブート
このワークフローを開始する前にホストをリブートすることで、ホストが正常な状態であることを確
認できます。

このタスクについて

ホストをリブートする前に、あとで必要になった場合にリバートできるように、この時点
でSnapshotコピーを作成しておくと効果的です。リブート後もサーバの構成が初期状態のまま維持さ
れていることを確認するには、次の⼿順を実⾏します。

⼿順

1. 開いているすべてのアプリケーションをシャットダウンします。
2. ホストをリブートします。
3. ログを参照してエラーがないか確認します。

FLIオンラインでサポートされるホスト オペレーティング システム
FLIオンライン ワークフローは、次のいずれかのオペレーティング システムを実⾏しているホストに接
続されたLUNに使⽤できます。

1. Microsoft（リストされているすべてのバージョンのサーバをサポート）：

• Microsoft Hyper-V Server 2008
• Windows Server 2012（Windows Server 2012クラスタを含む）
• Microsoft Hyper-V Server 2012

2. VMware：

• ESXi 5.xのすべてのリリース
3. Linux：

• Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5.x / 6.x

上記のリストにないホスト オペレーティング システムでは、FLIオフライン ワークフローを使⽤する
ことを検討してください。
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注 :  コントローラのデスティネーションがMetroClusterの場合、オンライン ワークフローは使⽤しない
でください。オンライン インポートの実⾏中にサイトのフェイルオーバーが発⽣した場合、ソース ア
レイへの書き込みパススルーが失敗することがあり、検証エラーでデータが失われる可能性がありま
す。デスティネーションがMetroClusterの場合は、ホストOSに関係なく、FLIオフライン プロセスを使
⽤してください。

ホストLUNのパスとマルチパス構成の検証
移⾏の前に、マルチパスが正しく構成されて適切に動作していることを確認する必要がありま
す。LUNへの使⽤可能なすべてのパスがアクティブである必要があります。

FLIオンライン移⾏のためのホストの準備
FLIオンラインの実⾏フェーズには、移⾏ホストをサポートされている構成にするための準備が含まれ
ます。

多くの場合、この修正は事前に完了しておくことができます。完了していない場合は、ホスト接続
キットやDSMのインストールなどのホストの修正をここで実⾏します。分析フェーズから、ONTAPを使
⽤してサポートされる構成にするために各ホストで実⾏する必要がある項⽬のギャップ リストが得ら
れます。実⾏する移⾏の種類に応じて、ホストを修正してからリブートするか、ホストを単に修正し
ます。

FLIオンライン：LUNパスの準備
FLIオンライン移⾏の準備として、ホストとソースLUNのパスおよびその他の詳細を確認します。

⼿順

1. ONTAPで、権限レベルをadvancedに変更します。

cluster::> set adv
 
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
 when directed to do so by Fujitsu personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

2. ソース アレイがデスティネーション コントローラで認識されることを確認します。

        cluster::*> storage array show
Prefix                         Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
 ----------
DGC-1                      DGC_LUNZ_1      DGC             LUNZ
1 entries were displayed. 

3. ソースLUNの詳細を表⺬します。

cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601643ea067da
                 Initiator: 0c
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-3:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-3:2-3
      Number of array LUNs: 1

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
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                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601653ea067da
                 Initiator: 0d
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 1
~~~~~~~~~~~ output truncated for readability ~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 entries were displayed.

4. ソース アレイがすべてのイニシエータ ポートで検出されていることを確認します。

cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
 Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
 ----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 0     1                   DGC_LUNZ_1       
 500601643ea067da        0c
                                                            
 500601653ea067da        0d
                                                            
 5006016c3ea067da        0c
                                                            
 5006016d3ea067da        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 0     1                   DGC_LUNZ_1       
 500601643ea067da        0c
                                                            
 500601653ea067da        0d
                                                            
 5006016c3ea067da        0c
                                                            
 5006016d3ea067da        0d
8 entries were displayed.

注 :  次の出⼒のワードラップに特別な意味はありません。
5. ソース ストレージからマッピングされているLUNを表⺬します。ディスクのプロパティとパスを確

認します。

cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance
                  Disk: DGC-1.9
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: DGC_LUNZ_1
                Vendor: DGC
                 Model: VRAID
         Serial Number: 600601603F103100662E70861000E511
                   UID:
 60060160:3F103100:662E7086:1000E511:00000000:00000000:00000000:00000000:

00000000:00000000

                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                               LUN  Initiator Side        Target Side    
                                                    Link
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Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port   
        Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s  
        IOPS
------------------ ---------  -----  -------------------- 
 --------------------  --- ---  -----------------------  ------  ------- 
 ------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0c             0  stme-5010-3:2-4      
 stme-5010-3:2-2       AO  INU  5006016c3ea067da              2   4 Gb/S 
            0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4      
 stme-5010-4:2-2       AO  INU  5006016d3ea067da              2   4 Gb/S 
            0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4      
 stme-5010-4:2-1       ANO RDY  500601653ea067da              1   4 Gb/S 
            0             0

Errors:
-

6. ソースLUNを表⺬します。

cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
 --------
DGC-1.9                   -     -   - LUN     unassigned  -         -

7. ソースLUNを外部としてマークします。

cluster::*> storage disk set-foreign-lun -is-foreign true -disk DGC-1.9

8. ソースLUNが外部としてマークされていることを確認します。

cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
 --------
DGC-1.9  

9. FLIのlun importコマンドではシリアル番号を使⽤します。すべての外部LUNとそのシリアル番号を表
⺬します。

cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- --------------------------------
DGC-1.9 600601603F103100662E70861000E511

10.デスティネーション ボリュームを作成します。

cluster::*> vol create -vserver fli -volume fli_vol -aggregate aggr1 -
size 2t
[Job 13888] Job succeeded: Successful

11.ボリュームを確認します。

cluster::*> vol show -vserver fli
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
 Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
 -----
fli       fli_root     aggr1        online     RW          1GB    972.6MB
    5%
fli       fli_vol      aggr1        online     RW          2TB     1.90TB
    5%
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2 entries were displayed.

12.各ボリュームのfraction_reserveオプションを0に設定し、Snapshotポリシーをnoneに設定します。

DataMig-cmode::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional-
reserve 0 –snapshot-policy none    
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig. 

13.ボリュームの設定を確認します。

DataMig-cmode::> vol show -vserver datamig -volume * -fields fractional-
reserve,snapshot-policy
vservervolumesnapshot-policyfractional-reserve
-----------------------------------------------
datamigdatamig_rootnone0%
datamigwinvolnone0%
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig. 

14.既存のSnapshotコピーを削除します。

DataMig-cmode::> set advanced; snap delete –vserver datamig –vol winvol –
snapshot * -force true
1 entry was acted on.

注 :  FLI移⾏では、ターゲットLUNのすべてのブロックが変更されます。FLI移⾏の実⾏前にボリュー
ムにデフォルトまたはその他のSnapshotコピーが存在していると、ボリュームがいっぱいになりま
す。FLI移⾏を実⾏する前に、ポリシーを変更し、既存のSnapshotコピーを削除する必要がありま
す。Snapshotポリシーは移⾏後に再度設定できます。

注 :  lun createコマンドでは、パーティション オフセットに基づいてサイズとアライメントが検出
され、foreign-diskオプションを使⽤して対応するLUNが作成されます。I/Oのミスアライメントの詳
細については、富⼠通 ナレッジベースの記事「What is an unaligned I/O?」を参照してください。ま
た、⼀部のI/Oは常に部分的な書き込みとなるため、ミスアライメントとしてレポートされることに
注意してください。

15.ターゲットLUNを作成します。lun createコマンドでは、パーティション オフセットに基づいてサイ
ズとアライメントが検出され、foreign-disk引数を使⽤して対応するLUNが作成されます。

cluster::*> lun create -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN -
ostype windows_2008 -foreign-disk 600601603F103100662E70861000E511

Created a LUN of size 1t (1099511627776)

16.新しいLUNを確認します。

cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type       
 Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
 --------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  unmapped windows_2008 
 1TB 

17.ホスト イニシエータを含むプロトコルFCPのigroupを作成します。

cluster::*> igroup create -vserver fli -igroup FLI -protocol fcp -ostype
 windows -initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79

18.ホストが新しいigroupへのすべてのパスにログインしていることを確認します。

cluster::*> igroup show –vserver fli –igroup FLI
   Vserver name: fli
    Igroup name: FLI
       Protocol: fcp
     OS Type: Windows
Portset Binding Igroup: -
   Igroup UUID: 5c664f48-0017-11e5-877f-00a0981cc318
          ALUA: true
    Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:77 (logged in)
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10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)

19.デスティネーションLUNをオフラインにします。

cluster::*> lun offline -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN

Warning: This command will take LUN "/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN" in
 Vserver "fli" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y

20.デスティネーションLUNをigroupにマッピングします。

cluster::*> lun map -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN -igroup
 FLI

21.新しいLUNと外部LUNのインポート関係を作成します。

cluster::*> lun import create -vserver fli -path /vol/fli_vol/
OnlineFLI_LUN -foreign-disk 600601603F103100662E70861000E511

FLIオンライン：停⽌を伴うカットオーバーの実⾏
この例では、FLIオンライン移⾏プロセスの停⽌を伴うカットオーバーを実⾏する⼀般的な⼿順を⺬し
ます。

このタスクについて

Windows、Linux、ESXiのホストの修正⼿順については、このガイドの後続のセクション、およびホス
ト オペレーティング システムとホスト接続キットのドキュメントを参照してください。

⼿順

1. 外部アレイで、ソースLUNがマッピングされているストレージ グループを表⺬します。
該当するコマンドについては、ベンダーのドキュメントを参照してください。

2. インポートする対象がESXiホストのLUNの場合は、「ESXi CAW / ATSの修正」トピックの⼿順を確認
して指⺬に従います。

3. ホストからソースLUNのマッピングを解除します。

注 :  ここから中断時間が始まります。

unmapコマンドの実⾏後、すぐに中断が始まります。通常、中断時間は分単位です。中断時間は、
新しい富⼠通 ターゲットでホストを再ポイントし、LUNをスキャンするための時間です。

igroupからホスト（イニシエータ）を削除すると、そのigroupにマッピングされている他のLUNに影
響が及ぶため、このLUNがこのigroupにマッピングされている唯⼀のLUNであることを確認する必要
があります。該当するコマンドについては、ベンダーのドキュメントを参照してください。

4. ホスト イニシエータが存在しないことを確認します。
5. ONTAPクラスタで、デスティネーションLUNをオンラインにし、マッピングされていることを確認

します。

cluster::*> lun online -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN

6. LUNがオンラインになっていることを確認します。

cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type       
 Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
 --------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  mapped   windows_2008 
 1TB
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7. ホストのディスクを再スキャンし、ONTAPターゲットのLUNを探して、DSMでLUNが要求されている
ことを確認します。

注 :  中断時間はここまでです。
8. 想定されるすべてのパスが表⺬されることを確認し、イベント ログでエラーがないことを確認しま

す。
中断を伴うホスト修正タスク（分析フェーズと計画フェーズで特定）が残っていなければ、この移
⾏の中断を伴う部分はこれで終了です。
LUNがオンラインでマッピングされた状態になり、ホストで新しいONTAPホストLUNがマウントされ
ます。読み取りはONTAPアレイを介してソースLUNに渡され、書き込みは新しいONTAPホストLUNと
元のソースLUNの両⽅に書き込まれます。ソースLUNとデスティネーションLUNは、移⾏が完了し
てLUN関係が解除されるまで同期されたままになります。

関連資料
ESXi CAW / ATSの修正（75ページ）

FLIオンライン：データのインポート
ソースLUNからデスティネーションLUNにデータをインポートする⼿順は次のとおりです。

⼿順

1. 移⾏のインポートを開始します。

cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

2. FLIのステータスを表⺬します。

cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

FLIオンライン：移⾏結果の確認
検証ジョブはオプションですが、実⾏することを推奨します。この処理では、ソースLUNとデスティ
ネーションLUNをブロック単位で⽐較します。検証ジョブには、移⾏とほぼ同じか、それよりも少し
時間がかかります。

このタスクについて

ソースLUNとデスティネーションLUNを⽐較する検証ジョブを開始します。検証の進捗を監視します。
検証セッション中は、検証対象のLUNをオフラインにする必要があります。ソースLUNとデスティネー
ションLUNをブロック単位で⽐較するため、検証セッションには時間がかかる場合があります。検証
は必須ではありませんが、インポート プロセスに問題がないことを確認するために、インポート / 移
⾏されたLUNの⼀部を検証することを推奨します。これらの検証は、テスト移⾏で実⾏される検証に
加えて⾏われます。

注 :  このプロセスには中断が伴います。

注 :  LUNのインポートの検証は、LUNをオンラインに戻す前に明⺬的に停⽌する必要があります。そう
しないと、LUNがオンラインになりません。次のCLI出⼒を参照してください。

⼿順

1. 検証するLUNをオフラインにします。ここから中断時間が始まります。

cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
 "fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
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2. LUNの検証を開始します。

lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

3. LUNの検証のステータスを表⺬します。

ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/
flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
 percent
                                         in progress state state      
 complete
--------------------------------------------------------------------------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started
                                                                        9

4. LUNの検証を停⽌します。この⼿順は、検証のステータスが完了と表⺬されている場合も⼿動で実
⾏する必要があります。

lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

5. 検証が完了したら、LUNをオンラインにします。中断時間はここまでです。

lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

FLIオンライン移⾏のクリーンアップ
FLIオンライン移⾏が完了したら、LUNインポート関係を削除します。

このタスクについて

準備が完了し、ホストが新しい富⼠通 アレイにアクセスして新しいONTAP LUNに対するすべてのI/Oを
処理するようになったら、ソースLUNは使⽤されなくなるため、LUNインポート関係を安全に削除でき
ます。

⼿順

LUNインポート関係を削除します。

lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

FLIオンラインの移⾏後のタスク
移⾏後のタスクとして、移⾏前に実⾏していないサーバの修正を実⾏します。

他社製ソフトウェアを削除し、 富⼠通 ソフトウェアをインストールして設定します。特定のホスト
タイプの移⾏後の修正の例については、「ホストの修正」を参照してください。

ログを参照してエラーがないかを確認し、パスを確認し、アプリケーションのテストを実施して、移
⾏が正常に完了したことを確認します。

関連資料
ホストの修正（76ページ）
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FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏ワークフロー

ここでは、FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏ワークフローの例を⺬します。移⾏ワークフローは、オン
ライン ワークフローまたはオフライン ワークフローのいずれかとして実⾏できます。

FLIの移⾏は、ソースLUNが32ビット アグリゲートでホストされている場合やLUNのアライメントが
正しくない場合に推奨されます。FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏では、7-ModeからONTAPにLUNを
移⾏する際に、LUNのアライメントを修正して32ビット アグリゲートから64ビット アグリゲート
にLUNを移⾏することができます。7-Mode Transition Tool（7MTT）など、LUNを移⾏する他の⽅法で
は、ONTAPに移⾏する前に、LUNのアライメントの修正や32ビットから64ビットへのアグリゲートの変
換が必要になる場合があります。

FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏ワークフローは、オンラインまたはオフラインのいずれかになりま
す。これらのワークフローは、対応するオフラインおよびオンラインの2つのFLI移⾏ワークフローと
機能的には同じですが、ソース アレイが7-Modeストレージ システムである点が異なります。どちらの
ワークフローでも、対応する移⾏ワークフローと同じルールと⼿順を共有します。これには、FLIオン
ライン ワークフローのホスト オペレーティング システムのサポート リストが含まれます。

この例では、FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏プロセスの⼿順をひととおり説明します。FLIの7-Modeか
らONTAPへの移⾏フローには、次のタスクが含まれます。

1. ソース アレイとデスティネーション アレイの準備
2. 停⽌を伴うカットオーバーの実⾏
3. データのインポート
4. 移⾏結果の確認
5. FLI移⾏の移⾏後のタスク

関連概念
FLIオンラインでサポートされるホスト オペレーティング システム（50ページ）

7-ModeからONTAPへのFLIでサポートされる構成
最終的に移⾏するホストOS、HBA、スイッチ、およびONTAPアレイがサポートされていることを確認す
ることが重要です。

プラットフォームに関してFLI固有の要件はありません。7-Mode Data ONTAPのバージョンについて
も、Fibre Channelプロトコル（FCP）をサポートしていれば、最⼩バージョンの要件はありません。

FLIでインポートできるLUNの最⼤サイズは6TBです。これは、ONTAPで現在サポートされているドライ
ブの最⼤サイズに基づく制限です。これよりも⼤きい外部LUNをマウントしようとすると、LUNが破損
としてマークされ、ラベルを書き込むことができなくなります。

ホストのリブート
このワークフローを開始する前にホストをリブートすることで、ホストが正常な状態であることを確
認できます。

このタスクについて

また、あとで必要になった場合にリバートできるように、この時点でSnapshotコピーを作成しておく
と効果的です。リブート後もサーバの構成が初期状態のまま維持されていることを確認するには、次
の⼿順を実⾏します。

⼿順

1. 開いているすべてのアプリケーションをシャットダウンします。
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2. ログを参照してエラーがないか確認します。
3. ホストのパスがすべて認識されていることを確認します。
4. ホストをリブートします。

ホストLUNのパスとマルチパス構成の検証
移⾏の前に、マルチパスが正しく構成されて適切に動作していることを確認する必要があります。

LUNへの使⽤可能なすべてのパスがアクティブである必要があります。Windows、Linux、ESXiの各ホス
トでマルチパスを検証する⽅法の例については、SANホストのマルチパスの検証に関するトピックを参
照してください。

移⾏のためのホストの準備
実⾏フェーズには、移⾏ホストの準備が含まれます。

多くの場合、この修正は事前に完了しておくことができます。完了していない場合は、ホスト接続
キットやDSMのインストールなどのホストの修正をここで実⾏します。分析フェーズから、Fujitsu
ONTAPを使⽤してサポートされる構成にするために各ホストで実⾏する必要がある項⽬のギャップ リ
ストが得られます。実⾏する移⾏の種類に応じて、ホストを修正してからリブートするか（オンライ
ンの7-ModeからONTAPへのFLI）、ホストをリブートして修正してからシャットダウンします（オフラ
インの7-ModeからONTAPへのFLI）。

ソース アレイとデスティネーション アレイの移⾏の準備
FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏の準備として、ホストとソースLUNのパスおよびその他の詳細を確認
します。

⼿順

1. ONTAPで、advanced権限レベルに切り替えます。

cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
 when directed to do so by Fujitsu personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*>

2. ソース アレイがデスティネーション コントローラで認識されることを確認します。

cluster::*> storage array show
Prefix                         Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
 ----------
NET-1                    FUJITSU_LUN_1   FUJITSU              LUN

cluster::*> storage array config show -array-name FUJITSU_LUN_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
 Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
 ----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 FUJITSU_LUN_1       
 500a0981880b813d        0d
                                                            
 500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
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                 1     2                 FUJITSU_LUN_1       
 500a0981880b813d        0d
                                                            
 500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
 for detailed information.

3. 表⺬されたストレージ エラーの詳細を確認します。エラーによっては、処理を続⾏する前に対処が
必要なものもあります。ただし、次の例の「This device is an ONTAP(R) LUN.」というエラーは無視し
てかまいません。

cluster::*> storage errors show
Disk: NET-1.1
UID:
 60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:

00000000:00000000

--------------------
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is an ONTAP(R)
 LUN.

Disk: NET-1.2
UID:
 60A98000:44306931:452B4738:5767366D:00000000:00000000:00000000:00000000:

00000000:00000000

--------------------
NET-1.2 (60a9800044306931452b47385767366d): This device is an ONTAP(R)
 LUN.

2 entries were displayed.

4. ソースLUNの詳細を表⺬します。

cluster::*> storage array config show -array-name FUJITSU_LUN_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981880b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: FUJITSU_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-6
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981980b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: FUJITSU_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-5
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
 for detailed information.

5. ソース アレイがすべてのイニシエータ ポートで検出されていることを確認します。

cluster::*> storage array config show -array-name FUJITSU_LUN_1
             LUN   LUN
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Node         Group Count                   Array Name       Array Target
 Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
 ----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 FUJITSU_LUN_1       
 500a0981880b813d        0d
                                                            
 500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 1     2                 FUJITSU_LUN_1       
 500a0981880b813d        0d
                                                            
 500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
 for detailed information.

6. 7-ModeストレージからマッピングされているLUNを表⺬します。ディスクのプロパティとパスを確
認します。

cluster::*> storage disk show -array-name FUJITSU_LUN_1 -instance
                  Disk: NET-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: FUJITSU_LUN_1
                Vendor: FUJITSU
                 Model: LUN
         Serial Number: D0i1E+G8Wg6k
                   UID:
 60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:

00000000:00000000

                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target Side   
                                                     Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port   
        Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s  
        IOPS
------------------ ---------  -----  -------------------- 
 --------------------  --- ---  -----------------------  ------  ------- 
 ------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4      
 stme-5010-4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S 
            0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4      
 stme-5010-4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S 
            0             0
ontaptme-fc-cluster-01
                   0d             0  stme-5010-4:2-3      
 stme-5010-4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S 
            0             0
ontaptme-fc-cluster-01
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                   0d             0  stme-5010-4:2-3      
 stme-5010-4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S 
            0             0

Errors:
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is a ONTAP(R)
 LUN.
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
2 entries were displayed.

7. ソースLUNが外部としてマークされていることを確認します。

cluster::*> storage disk show -array-name FUJITSU_LUN_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
 --------
NET-1.1                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
NET-1.2                   -     -   - LUN     foreign     -         -
2 entries were displayed.

8. FLIのlun importコマンドではシリアル番号を使⽤します。すべての外部LUNとそのシリアル番号を表
⺬します。

cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- --------------------------------
NET-1.2 D0i1E+G8Wg6m

9. ターゲットLUNを作成します。LUN createコマンドでは、パーティション オフセットに基づいて
サイズとアライメントが検出され、foreign-disk引数を使⽤して対応するLUNが作成されます。

cluster::*> vol create -vserver fli_72C -volume flivol -aggregate aggr1 -
size 10G
[Job 12523] Job succeeded: Successful

10.ボリュームを確認します。

cluster::*> vol show -vserver fli_72C
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
 Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
 -----
fli_72C   flivol       aggr1        online     RW         10GB     9.50GB
    5%
fli_72C   rootvol      aggr1        online     RW          1GB    972.6MB
    5%
2 entries were displayed.

11.ターゲットLUNを作成します。

cluster::*> lun create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1 -ostype
 windows_2008 -foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

Created a LUN of size 3g (3224309760)

12.新しいLUNを確認します。

cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type       
 Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
 --------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  unmapped windows_2008
                                                                     
 3.00GB

13.ホスト イニシエータを含むプロトコルFCPのigroupを作成します。
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cluster::*> lun igroup create -vserver fli_72C -igroup 72C_g1 -protocol
 fcp -ostype windows –initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79

cluster::*> lun igroup show -vserver fli_72C -igroup 72C_g1
          Vserver Name: fli_72C
           Igroup Name: 72C_g1
              Protocol: fcp
               OS Type: windows
Portset Binding Igroup: -
           Igroup UUID: 7bc184b1-dcac-11e4-9a88-00a0981cc318
                  ALUA: true
            Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)

14.テスト⽤LUNをテスト⽤igroupにマッピングします。

cluster::*> lun map -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1 -igroup
 72C_g1

cluster::*> lun mapping show -vserver fli_72C
Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID 
 Protocol
---------- ----------------------------------------  -------  ------ 
 --------
fli_72C    /vol/flivol/72Clun1                       72C_g1        0  fcp

15.テスト⽤LUNをオフラインにします。

cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
 "fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type       
 Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
 --------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             offline mapped   windows_2008
                                                                     
 3.00GB

16.新しいLUNと外部LUNのインポート関係を作成します。

cluster::*> lun import create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
 -foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
 percent
                                         in progress state state      
 complete
--------------------------------------------------------------------------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    stopped
                                                           stopped       
     0

FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏の停⽌を伴うカットオーバーの実⾏
この例では、FLI移⾏プロセスの停⽌を伴うカットオーバーを実⾏する⼀般的な⼿順を⺬します。

このタスクについて

Windows、Linux、ESXiのホストの修正⼿順については、このガイドの関連するトピック、およびホス
ト オペレーティング システムとホスト接続キットのドキュメントを参照してください。
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⼿順

1. 7-Modeシステムで、ソースLUNがマッピングされているigroupを表⺬します。

stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)

注 :  unmapコマンドの実⾏後、すぐに中断が始まります。通常、中断時間は分単位です。これは、
新しい富⼠通 ターゲットにホストを移⾏し、LUNをスキャンするための時間です。

2. インポートする対象がESXiホストのLUNの場合は、ESXi CAW / ATSの修正トピックの⼿順を確認して
指⺬に従います。

3. unmapコマンドを使⽤してホストからLUNを移動します。ここから中断時間が始まります。

stme-7ma> igroup remove -f FLI_on_fcp 10:00:00:00:c9:e6:e2:79

4. ホスト イニシエータが存在しないことを確認します。

stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)

5. ONTAPクラスタで、デスティネーションLUNをオンラインにし、マッピングされていることを確認
します。

cluster::*> lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

cluster::*> lun show -path /vol/flivol/72Clun1
Vserver   Path                            State   Mapped   Type       
 Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
 --------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  mapped   windows_2008
                                                                     
 3.00GB

6. ホストのディスクを再スキャンし、ONTAPターゲットのLUNを探します。

注 :  中断時間はここまでです。

LUNがオンラインでマッピングされた状態になり、ホストで新しいONTAPホストLUNがマウントされ
ます。読み取りはONTAPアレイを介してソースLUNに渡され、書き込みは新しいONTAPホストLUNと
元のソースLUNの両⽅に書き込まれます。ソースLUNとデスティネーションLUNは、移⾏が完了し
てLUN関係が解除されるまで同期されたままになります。

関連資料
ESXi CAW / ATSの修正（75ページ）

FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏のデータのインポート
FLIを使⽤して7-ModeソースLUNからONTAPデスティネーションLUNにデータをインポートする⼿順は次
のとおりです。

⼿順

1. 移⾏のインポートを開始します。

cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

2. FLIのステータスを表⺬します。

cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
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vserver foreign-disk   path                operation admin operational
 percent
                                         in progress state state      
 complete
--------------------------------------------------------------------------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    started
                                                           completed     
   100

移⾏の完了後もソースLUNの整合性を維持するには、次の⼿順を実⾏する必要があります。

• import showで完了したことを確認したら、ホストをシャットダウンします。
• LUN関係を削除します。lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/

flivol/72Clun1

注 :  LUN関係が解除されると、新しいLUNのみが変更されるため、LUNの同期がすぐに失われること
に注意してください。したがって、元の状態に戻す必要がある場合は⼀貫した状態を維持すると効
果的なことがありますが、新しいLUNの変更はソースLUNに反映されない可能性があります。

注 :  インポート関係は、インポートを検証する場合を除き、インポートの停⽌後に破棄できます。

FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏の結果の確認
FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏でLUNが適切に移⾏されたことを確認できます。

このタスクについて

ソースLUNとデスティネーションLUNを⽐較する検証ジョブを開始します。検証の進捗を監視します。
検証セッション中は、検証対象のLUNをオフラインにする必要があります。ソースLUNとデスティネー
ションLUNをブロック単位で⽐較するため、検証セッションには時間がかかる場合があります。移⾏
とほぼ同じくらい時間がかかります。検証は必須ではありませんが、インポート プロセスに問題がな
いことを確認するために、インポート / 移⾏されたLUNの⼀部を検証することを推奨します。

注 :  LUNのインポートの検証は、LUNをオンラインに戻す前に明⺬的に停⽌する必要があります。そう
しないと、LUNがオンラインになりません。この動作は、ONTAPの今後のリリースで変更される予定で
す。

⼿順

1. 検証するLUNをオフラインにします。

cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
 "fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y

2. LUNの検証を開始します。

lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

3. LUNの検証のステータスを表⺬します。

ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/
flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
 percent
                                         in progress state state      
 complete
--------------------------------------------------------------------------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started
                                                                        9

注 :  LUNのインポートの検証は、LUNをオンラインに戻す前に明⺬的に停⽌する必要があります。
そうしないと、LUNがオンラインになりません。次のCLI出⼒を参照してください。
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4. LUNの検証を停⽌します。この⼿順は、検証のステータスが完了と表⺬されている場合も⼿動で実
⾏する必要があります。

lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

5. 検証が完了したら、LUNをオンラインにします。

lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

FLI移⾏ワークフローの移⾏後のタスク
FLIの7-ModeからONTAPへの移⾏ワークフローの移⾏後のタスクは、他のFLIワークフローと同様です。

• 準備が完了したら、LUNインポート関係を削除できます。

ホストが新しい富⼠通 アレイにアクセスして新しいONTAP LUNに対するすべてのI/Oを処理するよう
になったら、ソースLUNは使⽤されなくなるため、LUNインポート関係を安全に削除できます。

• サーバの修正は、すべて移⾏後に実⾏します。

他社製ソフトウェアを削除し、富⼠通 ソフトウェアをインストールして設定してから、ホストを稼
働状態にして富⼠通のLUNにアクセスします。

• ログを参照してエラーがないかを確認し、パスを確認し、アプリケーションのテストを実施して、
移⾏が正常に完了したことを確認します。

関連資料
ホストの修正（76ページ）
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FLIでのWorkflow Automation（WFA）の使⽤

Workflow AutomationをFLIと組み合わせて使⽤すると、移⾏前と移⾏後のタスクや移⾏の実⾏、およ
びステータス チェックを⾃動化できます。⾃動移⾏では、FLIによる移⾏プロセスの⼀部をWorkflow
Automationソフトウェアを使⽤して⾃動化します。WFAを使⽤したFLIは、オンライン モードまたはオ
フライン モードのいずれかで使⽤できます。

WFAをFLIと組み合わせて使⽤するには、WFAをダウンロードし、環境内の適切なサーバにインストー
ルする必要があります。WFAをインストールしたら、指定のワークフローをダウンロードします。
ダウンロード可能なFLI⾃動化パックには、FLIオフラインとFLIオンラインの2つがあります。⾃動化
パックのサポートのルールは、FLIオフラインおよびFLIオンラインのワークフローと同じです。これに
は、FLIオンラインをサポートするホスト オペレーティング システムのリストが含まれます。

実⾏される具体的な処理の詳細やワークフローのその他の詳しい情報については、各パックに組み込
まれているヘルプ ファイルを参照してください。

関連概念
FLIオンラインでサポートされるホスト オペレーティング システム（50ページ）

関連情報
OnCommand® Workflow Automation 5.1 インストールおよびセットアップ ガイド（Linux®）
OnCommand® Workflow Automation 5.1 インストールおよびセットアップ ガイド（Windows®）
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FLIの移⾏後の⼿順

ここでは、すべてのFLIワークフローの移⾏後のタスクの例を⺬します。移⾏後のタスクには、ホス
トからのソースLUNの削除、ゾーンセットからのソース ストレージとホスト ゾーンの削除が含まれま
す。

ここで⺬す移⾏後のタスクの例では、いずれもHDS AMS2100アレイを使⽤しています。実際のタスク
は、使⽤しているアレイやアレイGUIのバージョンに応じて異なる場合があります。

ETERNUS AX/HXシリーズからのソースLUNの削除
移⾏の完了後にETERNUS AX/HXシリーズからソースLUNを削除する⼿順を次に⺬します。

⼿順

1. Hitachi Storage Navigator Modularにログインします。
2. 計画フェーズで作成したONTAPホスト グループを選択し、[Edit Host Group]を選択します。

3. [Ports]を選択し、[Forced set to all selected ports]を選択します。

4. 移⾏されたホストLUNを[Assigned Logical LUNs]から選択します。Source LUNsワークシートに記載さ
れている各ホストのLUN名を使⽤します。ここでは、Windows Server 2012、RHEL 5.10、ESXi 5.5の各
ホストのLUNを選択し、[Remove]を選択します。

関連資料
Site Survey and Planningワークシートの例（82ページ）
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ホストからのソースLUNの削除
FLI移⾏の完了後にホストからソースLUNを削除する⼿順を次に⺬します。

このタスクについて

ホストからソースLUNを削除するには、次の⼿順を実⾏します。

⼿順

1. Hitachi Storage Navigator Modularにログインします。
2. 移⾏されたホストを選択し、[Edit Host Group]を選択します。

3. [Ports]を選択し、[Forced set to all selected ports]を選択します。

4. 移⾏されたホストLUNを[Assigned Logical LUNs]から選択します。Source LUNsワークシートに記載
されている各ホストのLUN名を使⽤します。ここでは、Windows Server 2012ホストのLUNを選択
し、[Remove]を選択します。

5. LinuxホストとVMware ESXホストについて、同じ⼿順を繰り返します。

関連資料
Site Survey and Planningワークシートの例（82ページ）
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ゾーンセットからのソース ストレージとホスト ゾーンの削除
FLI移⾏の完了後にゾーンセットからソース ストレージとホスト ゾーンを削除する⼿順の例を次に⺬し
ます。

注 :  例で使⽤しているゾーンの名前はrx21_AMS2100です。

Brocadeファブリックの例
Brocadeファブリックのゾーンセットからソース ストレージとホスト ゾーンを削除する⼿順は次のと
おりです。

⼿順

1. ファブリックAのゾーンセットからゾーンを削除します。

cfgDelete "PROD_LEFT", "rx21_AMS2100"
cfgDelete "PROD_LEFT", "rx22_AMS2100"
cfgDelete "PROD_LEFT", "rx20_AMS2100"

2. ファブリックAでゾーンセットをアクティブにします。

cfgEnable "PROD_LEFT"
cfgSave

3. ファブリックBのゾーンセットからゾーンを削除します。

cfgDelete "PROD_RIGHT", "rx21_AMS2100"
cfgDelete "PROD_RIGHT", "rx22_AMS2100"
cfgDelete "PROD_RIGHT", "rx20_AMS2100"

4. ファブリックBでゾーンセットをアクティブにします。

cfgEnable "PROD_RIGHT"
cfgSave

Ciscoファブリックの例
Ciscoファブリックのゾーンセットからソース ストレージとホスト ゾーンを削除する⼿順は次のとおり
です。

⼿順

1. ファブリックAのゾーンセットからゾーンを削除します。

conf t
zoneset name PROD_LEFT vsan 10
no member rx21_AMS2100
no member rx22_AMS2100
no member rx20_AMS2100
exit

2. ファブリックAでゾーンセットをアクティブにします。

zoneset activate name PROD_LEFT vsan 10
end
copy running-config startup-config

3. ファブリックBのゾーンセットからゾーンを削除します。

conf t
zoneset name PROD_RIGHT vsan 10
no member rx21_AMS2100
no member rx22_AMS2100
no member rx20_AMS2100
exit
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4. ファブリックBでゾーンセットをアクティブにします。

zoneset activate name PROD_RIGHT vsan 10
end
copy running-config startup-config

移⾏後のSnapshotコピーの作成
移⾏後のSnapshotコピーを作成しておくと、あとで必要に応じてリバートできます。

⼿順

移⾏後のSnapshotコピーを作成するには、snap createコマンドを実⾏します。

DataMig-cmode::> snap create -vserver datamig -volume winvol -snapshot post-
migration

DataMig-cmode::> snap create -vserver datamig -volume linuxvol -snapshot
 post-migration

DataMig-cmode::> snap create -vserver datamig -volume esxvol -snapshot post-
migration

FLI移⾏のクリーンアップ / 検証フェーズ
クリーンアップ フェーズでは、FLI移⾏ログを収集し、ETERNUS AX/HXシリーズからソース ストレージ
の構成を削除し、ソース ストレージからETERNUS AX/HXシリーズのホスト グループを削除します。ま
た、ソースからデスティネーションへのゾーンを削除します。さらに、検証として、移⾏計画どおり
に実⾏できたかどうかを確認します。

ログを参照してエラーがないかを確認し、パスを確認し、アプリケーションのテストを実施して、移
⾏が正常に完了したことを確認します。

移⾏レポート
インポートのログはクラスタのイベント ログ ファイルに記録されます。ログでエラーがないかを確認
し、移⾏が正常に完了したことを確認してください。

移⾏レポートの例を次に⺬します。

DataMig-cmode::*> rows 0; event log show –nodes * –event fli*
7/7/2014 18:37:21   DataMig-cmode-01 INFORMATIONAL fli.lun.verify.complete:
 Import verify of foreign LUN 83017542001E of size 42949672960 bytes from
 array model DF600F belonging to vendor HITACHI  with Fujitsu LUN QvChd
+EUXoiS is successfully completed.
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~

注 :  ソースLUNとデスティネーションLUNを⽐較する検証⼿順については、移⾏実⾏フェーズで説明
しています。インポートとLUNの検証⼿順はインポート ジョブと外部LUNに関連するため、移⾏実⾏
フェーズで⾏います。

ソース アレイとデスティネーション アレイのゾーニングの解除
移⾏と検証がすべて完了したら、ソース アレイとデスティネーション アレイのゾーニングを解除でき
ます。
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このタスクについて

ソース アレイとデスティネーション アレイのゾーニングを解除するには、ソース ストレージからデ
スティネーションへのゾーンを両⽅のファブリックから削除します。

Brocadeファブリックの例

1. ファブリックAのゾーンセットからゾーンを削除します。

cfgDelete "PROD_LEFT", "ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabA"
zoneDelete "ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabA"

2. ファブリックAでゾーンセットをアクティブにします。

cfgEnable "PROD_LEFT"
cfgSave

3. ファブリックBのゾーンセットからゾーンを削除します。

cfgDelete "PROD_RIGHT", "ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabB"
zoneDelete "ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabA"

4. ファブリックBでゾーンセットをアクティブにします。

cfgEnable "PROD_RIGHT"
cfgSave

Ciscoファブリックの例

1. ファブリックAのゾーンセットからゾーンを削除します。

conf t
zoneset name PROD_LEFT vsan 10
no member ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabA
no zone name ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabA vsan 10
exit

2. ファブリックAでゾーンセットをアクティブにします。

zoneset activate name PROD_LEFT vsan 10
end
copy running-config startup-config

3. ファブリックBのゾーンセットからゾーンを削除します。

conf t
zoneset name PROD_RIGHT vsan 10
no member ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabB
no zone name ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabB vsan 10
exit

4. ファブリックBでゾーンセットをアクティブにします。

zoneset activate name PROD_RIGHT vsan 10
end
Copy running-config startup-config

ONTAPからのソース システムの削除
FLI移⾏の完了後にデスティネーション システムからソース システムを削除する⼿順を次に⺬します。

⼿順

1. 認識されているすべてのソース システムを表⺬します。

DataMig-cmode::> storage array show
Prefix                         Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
 ----------
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HIT-1                HITACHI_DF600F_1  HITACHI           DF600F

2. ソース ストレージを削除します。

DataMig-cmode::> storage array remove -name HITACHI_DF600F_1

デスティネーション アレイの構成の削除
FLI移⾏の完了後にソース アレイからデスティネーション アレイの構成を削除する⼿順を次に⺬しま
す。

⼿順

1. システムとしてHitachi Storage Navigator Modularにログインします。
2. [AMS 2100]アレイを選択し、[Show and Configure Array]をクリックします。
3. rootを使⽤してログインします。
4. [Groups]を展開し、[Host Groups]を選択します。
5. [cDOT_FLI]ホスト グループを選択し、[Delete Host Group]をクリックします。

6. ホスト グループを削除することを確認します。

新たに移⾏した環境の⽂書化
お客様の環境を⽂書化するには、AutoSupportコマンドを発⾏する必要があります。

このタスクについて

お客様の環境を⽂書化するには、次の⼿順を実⾏します。

⼿順

1. AutoSupportコマンドを発⾏して最終的な構成を⽂書化します。

B9CModeCluster::*> autosupport invoke -node DataMig-cmode-01 -type all –
message “migration-final”

2. 新たに移⾏した環境を完全に⽂書化します。
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Foreign LUN Importのパフォーマンス

特定の可変要素、ベストプラクティス、ホスト修正など、Foreign LUN Importのパフォーマンスに影響
する特定の要因について確認しておく必要があります。

Foreign LUN Import移⾏のパフォーマンスに影響する可変要素
移⾏が完了するまでの時間にはいくつかの可変要素が影響します。

これには次の可変要素が含まれます。

• 特定のソースとデスティネーションの間で同時に実⾏される移⾏の数
• ソース アレイの機能
• ソース アレイの負荷
• デスティネーション アレイの機能
• デスティネーション アレイの負荷
• 移⾏時のLUNに対するI/Oの量
• フロントエンド ファブリックのタイプ、帯域幅、ファンイン / ファンアウト

パフォーマンスを最⼤限に⾼めるために、各ノードで同時に実⾏するFLI移⾏の数は16個までにしてく
ださい。

移⾏のパフォーマンスに影響する可変要素の数を考慮して、テスト移⾏を複数回実施することを推奨
します。⼀般に、テスト サンプルが⼤きいほど、特性を詳しく把握できます。したがって、スルー
プット パフォーマンスを正確にサンプリングするために、異なるサイズのテスト移⾏を複数実施する
ことを推奨します。それらのテストで得られたパフォーマンス データを使⽤して、計画している実稼
働環境の移⾏の実施時期や所要時間を推定できます。

移⾏時間の⾒積もりのためのベンチマーク
計画⽤に⼀定の前提条件に基づいてデータ移⾏の作業レベルと所要時間を⾒積もることができます。

実際のパフォーマンスを正確に⾒積もるには、特定の環境における正確なパフォーマンスの値を得る
ために、異なるサイズのテスト移⾏を複数実施する必要があります。

注 :  次のベンチマークは、計画に使⽤することだけを⽬的としたものであり、特定の環境について正
確な値を得られるものではありません。

前提条件：ホストの移⾏にかかる時間は、LUNが8個、データの合計が2TBのホストの場合で5時間で
す。これらのパラメータから、計画においては1時間あたり約400GBとして⾒積もることができます。

Foreign LUN Import移⾏のベストプラクティス
移⾏の範囲設定や計画の⽀援のほか、お客様の担当者向けのForeign LUN Import（FLI）を使⽤した7-
ModeからONTAPへのデータ移⾏のトレーニングも受けられるため、プロフェッショナル サービスまた
はパートナー プロフェッショナル サービスを利⽤することを強く推奨します。

• 構成、接続性、スループットを検証し、その他の問題を明らかにして、⼿法について検証するため
に、移⾏プロジェクトの1週間前までに少なくとも1回はテスト移⾏を実施します。

• スループットが最⼤になるように、各ノードで同時に実⾏する移⾏の数は16個までにします。
• 検証は必須ではありませんが、インポート プロセスについて確認するために、インポート / 移⾏さ

れたLUNの⼀部を検証することを推奨します。
• テスト移⾏で測定したスループットを使⽤して、実稼働環境の移⾏期間を計画します。
• パフォーマンスを最⼤限に⾼めるために、LUNの移⾏はピーク時を避けて⾏います。
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ESXi CAW / ATSの修正
オンラインFLIでは、VMware Atomic Test and Set（ATS） / SCSI Compare and Write（CAW）はサポートされ
ていません。これが問題になるのは、VMFS5を使⽤しており、ソース アレイでCAWがサポートされて
いる場合です。ホストを修正するには、このセクションで説明するプロセスに従う必要があります。

 FLIオンラインのLUN関係ではATS / CAWのコマンドはサポートされず、デスティネーションESXi 5.xホ
ストへのVMFS5ファイルシステムのマウントが失敗します。この原因は、VMwareではVMFS5ヘッダー
にATSビットが格納されることにあります。これにより、CAW / ATSが適⽤され、ATSを使⽤しないホ
ストまたはアレイではヘッダーが機能しなくなります。ATSビットは、VMFSヘッダーの「Partitions
spanned」に表⺬された最初のLUNの部分に含まれています。複数のエクステントが表⺬されている場
合、修正が必要なのはこのLUNだけです。

LUNが複数のホストで共有されている場合は、いずれかのホストで更新するだけで⼗分です。他のす
べてのホストは、再スキャン後に⾃動的に更新されます。共有ホストのいずれかのVMまたはESXiのア
クティブI/OがLUNで実⾏されている場合、ATS / CAWを無効にしようとすると失敗します。LUNを共有す
るVMや他のホスト マシンをシャットダウンして、ATS / CAWの必要な変更を⾏うことを推奨します。こ
の処理は、該当するFLIワークフローのDisruptive Cutoverセクションに記載されている停⽌を伴
うホストの再ポイント / カットオーバーの最初の部分で実⾏できます。

LUNが複数のホストで共有されている場合は、ATSビットを有効または無効にするとき、すべてのホス
トをオフラインにする必要があります。ATSを有効または無効にしたら、LUNを更新する必要がありま
す。再マッピングが完了したら、ホストを起動状態に戻し、LUNにアクセスできることを確認できま
す。

以前のバージョンのVMFSを実⾏している場合、または以前のバージョンからアップグレードした場合
は、修正は必須ではありません。ATS / CAWを有効または無効にする必要がある場合は、以下に⺬すコ
マンドを使⽤できます。ただし、VMがアクティブでVMFS5データストアに対するI/Oが実⾏されている
場合はどちらのコマンドも機能しません。ホスト マシンをシャットダウンして、ATS / CAWの必要な変
更を⾏い、該当するFLIワークフローのDisruptive Cutoverセクションに記載されている停⽌を伴
うホストの再ポイント / カットオーバーの残りの部分を実⾏することを推奨します。

ATS / CAWのステータスを確認するには、次のコマンドを実⾏します。

~ # vmkfstools -Ph -v 1 /vmfs/volumes/fli-orig-3
VMFS-5.58 file system spanning 1 partitions.
File system label (if any): fli-orig-3
Mode: public ATS-only
Capacity 99.8 GB, 58.8 GB available, file block size 1 MB, max file size
 62.9 TB
Volume Creation Time: Wed Jun 10 13:56:05 2015
Files (max/free): 130000/129979
Ptr Blocks (max/free): 64512/64456
Sub Blocks (max/free): 32000/31995
Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/41931/0
Ptr Blocks  (overcommit/used/overcommit %): 0/56/0
Sub Blocks  (overcommit/used/overcommit %): 0/5/0
Volume Metadata size: 804159488
UUID: 557841f5-145136df-8de6-0025b501a002
Partitions spanned (on "lvm"):
naa.60080e50001f83d4000003075576b218:1
Is Native Snapshot Capable: YES
OBJLIB-LIB: ObjLib cleanup done.
~ # vmkfstools -Ph -v 1 /vmfs/volumes/fli-orig-3
~ # vmkfstools --help

モードに「public only」と表⺬されている場合は、修正は必要ありません。上記の例では「public ATS-
only」と表⺬されています。これは、ATSが有効になっており、インポートが完了するまで無効にする
必要があることを意味します。完了したら再度有効にすることができます。

LUNでATS / CAWを無効にするには、次のコマンドを使⽤します。
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# vmkfstools --configATSOnly 0 /vmfs/devices/disks/naa.xxxxxxxxxxxxxxx

移⾏の完了後にATS / CAWを再度有効にするには、次のコマンドを使⽤します。

# vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/naa.xxxxxxxxxxxxxxx

ホストの修正
ホストの修正は、移⾏の種類に応じて、移⾏時に並⾏して実⾏する場合（Foreign LUN Importオンライ
ンと7-ModeからONTAPへの移⾏）と移⾏の完了後に実⾏する場合（Foreign LUN Importオフライン）が
あります。

修正⼿順はホストOSごとに異なります。それぞれの移⾏に固有の⼿順については、ギャップ分析を
⾏って計画フェーズと分析フェーズで情報をまとめ、富⼠通およびベンダーの該当するドキュメント
を参照してください。

注 :  FLIでは、7MTTと同じ修正⼿順を使⽤します。そのため、それぞれで別々に⼿順を⽂書化するので
はなく、同じ修正⽂書を利⽤することを推奨します。

注 :  CAWの修正には、ESXi CAW / ATSの修正プロセスを使⽤します。

関連情報
7-Mode Transition Tool SANホストの移⾏および修復ガイド

SCSI-3の永続的予約のクリア
Windowsクラスタの場合、すべてのクラスタ ホストがオフラインであっても、クォーラム ディスクに
対するSCSI-3の予約を削除する必要があります。

 ソースLUNに外部ディスクとしてラベル付けしようとすると、次のエラー メッセージが表⺬されま
す。

Error: command failed: The specified foreign disk has SCSI persistent
reservations. Disk serial number: "6006016021402700787BAC217B44E411". Clear
the reservation using the "storage disk remove-reservation" command before
creating the import relationship.

富⼠通 コントローラでクォーラム ディスクに対するSCSI-3の予約を削除するには、storage disk
remove-reservationのコマンドを使⽤します。

storage disk remove-reservation –disk disk_name

このエラーとその修正⽅法を次に⺬します。

cluster-4b::*> lun offline -vserver fli_cluster -path /vol/fli_volume/
cluster_CVS
cluster-4b::*> lun import create -vserver fli_cluster -path /vol/fli_volume/
cluster_CVS -foreign-disk 6006016021402700787BAC217B44E411
Error: command failed: The specified foreign disk is not marked as foreign.
 Disk serial number: "6006016021402700787BAC217B44E411".

cluster-4b::*> sto disk show -disk DGC-1.6 -fields serial-number,is-foreign 
 (storage disk show)
disk is-foreign serial-number
------- ---------- --------------------------------
DGC-1.6 true 6006016021402700787BAC217B44E411

cluster-4b::*> lun import create -vserver fli_cluster -path /vol/fli_volume/
cluster_CVS -foreign-disk 6006016021402700787BAC217B44E411 

Error: command failed: The specified foreign disk has SCSI persistent
 reservations. Disk serial number: "6006016021402700787BAC217B44E411". Clear
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 the reservation using the "storage disk remove-reservation" command before
 creating the import relationship.

cluster-4b::*> storage disk remove-reservation -disk DGC-1.6 
cluster-4b::*> lun import create -vserver fli_cluster -path /vol/fli_volume/
cluster_CVS -foreign-disk 6006016021402700787BAC217B44E411
cluster-4b::*> lun online -vserver fli_cluster -path /vol/fli_volume/
cluster_CVS
cluster-4b::*> lun import show

vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress
 state state complete
 -------------------------------------------------------------------------------
fli_cluster 6006016021402700787BAC217B44E411 /vol/fli_volume/cluster_CVS
 import stopped stopped 0

cluster-4b::*> lun import start -vserver fli_cluster -path /vol/fli_volume/
cluster_CVS 
cluster-4b::*> lun import show 

vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress
 state state complete
------------------------------------------------------------------------------- 
fli_cluster 6006016021402700787BAC217B44E411 /vol/fli_volume/cluster_CVS
 import started in_progress 7

ホストからデスティネーションへのゾーンの作成
ホストからデスティネーションへのゾーンを作成する必要があります。本番ファブリックにはファブ
リックAとファブリックBの2種類があります。

ホストとデスティネーション ストレージのゾーニングの図を次に⺬します。
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実稼働環境の本番ファブリックAのゾーンは次のとおりです。

表 9:

ゾーン WWPN ゾーン メンバー

ゾーン：rx21_flicDOT 21:00:00:24:ff:30:14:c5

20:01:00:a0:98:2f:94:d1

20:03:00:a0:98:2f:94:d1

RX21 HBA 0

flicDOT lif1

flicDOT lif3

ゾーン：rx22_flicDOT 21:00:00:24:ff:30:04:85

20:01:00:a0:98:2f:94:d1

20:03:00:a0:98:2f:94:d1

RX22 HBA 0

flicDOT lif1

flicDOT lif3

ゾーン：rx20_flicDOT 21:00:00:24:ff:30:03:ea

20:01:00:a0:98:2f:94:d1

20:03:00:a0:98:2f:94:d1

RX20 HBA 0

flicDOT lif1

flicDOT lif3

実稼働環境の本番ファブリックAのゾーンは次のとおりです。

表 10:
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ゾーン WWPN ゾーン メンバー

ゾーン：rx21_flicDOT 21:00:00:24:ff:30:14:c4

20:02:00:a0:98:2f:94:d1

20:04:00:a0:98:2f:94:d1

RX21 HBA 1

flicDOT lif2

flicDOT lif4

ゾーン：rx22_flicDOT 21:00:00:24:ff:30:04:84

20:02:00:a0:98:2f:94:d1

20:04:00:a0:98:2f:94:d1

RX22 HBA 1

flicDOT lif2

flicDOT lif4

ゾーン：rx20_flicDOT 21:00:00:24:ff:30:03:eb

20:02:00:a0:98:2f:94:d1

20:04:00:a0:98:2f:94:d1

RX20 HBA 1

flicDOT lif2

flicDOT lif4

本番ファブリックAのBrocadeファブリックの例
本番ファブリックAのBrocadeファブリックの例を次に⺬します。

⼿順

1. 本番ファブリックAにゾーンを作成します。

zoneCreate "rx21_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:14:c5"
zoneAdd "rx21_flicDOT", "20:01:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx21_flicDOT", "20:03:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneCreate "rx22_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:04:85"
zoneAdd "rx22_flicDOT", "20:01:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx22_flicDOT", "20:03:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneCreate "rx20_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:03:ea"
zoneAdd "rx20_flicDOT", "20:01:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx20_flicDOT", "20:03:00:a0:98:2f:94:d1"

2. 本番ファブリックAでゾーンをアクティブにします。

cfgAdd "PROD_LEFT", "rx21_flicDOT"
cfgAdd "PROD_LEFT", "rx22_flicDOT"
cfgAdd "PROD_LEFT", "rx20_flicDOT" 
cfgEnable "PROD_LEFT"
cfgSave

本番ファブリックBのBrocadeファブリックの例
本番ファブリックBのBrocadeファブリックの例を次に⺬します。

⼿順

1. 本番ファブリックBにゾーンを作成します。

zoneCreate "rx21_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:14:c4"
zoneAdd "rx21_flicDOT", "20:02:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx21_flicDOT", "20:04:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneCreate "rx22_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:04:84"
zoneAdd "rx22_flicDOT", "20:02:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx22_flicDOT", "20:04:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneCreate "rx20_flicDOT", "21:00:00:24:ff:30:03:eb"
zoneAdd "rx20_flicDOT", "20:02:00:a0:98:2f:94:d1"
zoneAdd "rx20_flicDOT", "20:04:00:a0:98:2f:94:d1"

2. 本番ファブリックBでゾーンをアクティブにします。

cfgAdd "PROD_RIGHT", "rx21_flicDOT"
cfgAdd "PROD_RIGHT", "rx22_flicDOT"
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cfgAdd "PROD_RIGHT", "rx20_flicDOT" 
cfgEnable "PROD_RIGHT"
cfgSave

本番ファブリックAのCiscoファブリックの例
本番ファブリックAのCiscoファブリックの例を次に⺬します。

⼿順

1. 本番ファブリックAにゾーンを作成します。

conf t
zone name rx21_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:14:c5
member pwwn 20:01:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:03:00:a0:98:2f:94:d1
zone name rx22_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:04:85
member pwwn 20:01:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:03:00:a0:98:2f:94:d1
zone name rx20_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:03:ea
member pwwn 20:01:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:03:00:a0:98:2f:94:d1
exit
end

2. 本番ファブリックAでゾーンをアクティブにします。

conf t
zoneset name PROD_LEFT vsan 10
member rx21_flicDOT
member rx22_flicDOT
member rx20_flicDOT
exit
zoneset activate name PROD_LEFT vsan 10
end
copy running-config startup-config

本番ファブリックBのCiscoファブリックの例
本番ファブリックBのCiscoファブリックの例を次に⺬します。

⼿順

1. 本番ファブリックBにゾーンを作成します。

conf t
zone name rx21_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:14:c4
member pwwn 20:02:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:04:00:a0:98:2f:94:d1
zone name rx22_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:04:84
member pwwn 20:02:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:04:00:a0:98:2f:94:d1
zone name rx20_flicDOT vsan 10
member pwwn 21:00:00:24:ff:30:03:eb
member pwwn 20:02:00:a0:98:2f:94:d1
member pwwn 20:04:00:a0:98:2f:94:d1
exit
end

2. 本番ファブリックBでゾーンをアクティブにします。

conf t
zoneset name PROD_RIGHT vsan 10
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member rx21_flicDOT
member rx22_flicDOT
member rx20_flicDOT
exit
zoneset activate name PROD_RIGHT vsan 10
end
copy running-config startup-config
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Site Survey and Planningワークシートの例

移⾏⼿法の分析フェーズと計画フェーズでは、Site Survey and Planningワークシートを使⽤して、既存
の構成、ターゲット構成、ギャップ、および修正計画を⽂書化する必要があります。

ここでは、Site Survey and Planningスプレッドシートに含める必要がある情報の種類の例を⺬します。
次のタブを推奨します。

• 担当者
• 事前チェック項⽬
• スイッチ
• ストレージ デバイス（移⾏元）
• ストレージ デバイス（移⾏先）
• ホスト
• HBA / ゾーン情報
• ソースLUN
• ストレージ グループ
• LUNの詳細
• Fujitsu LUNのレイアウト
• 移⾏スケジュール
• アグリゲート ステータス
• ETERNUS HX設定
• SDS CLIスクリプト

Site Survey and Planningワークシートの[担当者]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、移⾏プロジェクトの担当者情報を含むタブを設定
する必要があります。

[担当者]タブの設定例を次に⺬します。

表 11:

移⾏プロジェクトの担当者

リソース名 会社名 プロジェクト
における職責

会社の電話番
号

携帯電話 Eメール

Site Survey and Planningワークシートの[事前チェック項⽬]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、移⾏に関する最初のアンケートの移⾏プロジェク
ト情報を含むタブを設定する必要があります。

[事前チェック項⽬]タブの設定例を次に⺬します。

表 12:

移⾏プロジェクト情報

プロジェクト タイプ # データ移⾏

# その他
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移⾏プロジェクト情報

データ移⾏の⽬的 [⽬的]

ストレージ デバイス ストレージ：[ストレージ タイ
プ]

デバイス 数：[ストレージ シス
テムの 数]

シンプロビジョニング：# はい
# いいえ

すべてのデバイスを記⼊

クライアント デバイス オペレーティング システ
ム：[OSバージョン]

SANブート：# はい # いいえ

MPIO：[MPIOバージョン]

HBA：[HBAベンダー、モデル、
ファームウェア]

ファブリック スイッチ ベンダー：

モデル：

ファームウェア：

ポート 数：

現在のプロトコル # FCP

# iSCSI

ボリューム マネージャ ベンダー：

製品：

バージョン：

デスティネーション デバイス
（ストレージ）

ストレージ：[ストレージ]

台数：[数値]

シンプロビジョニング：# はい
# いいえ

このサービスについて
はETERNUS AX/HXシリーズ コン
トローラのみ

移⾏する

データ容量（TB）

[データ量] 概要と詳細（各ソース デバイ
ス）

LUN 数 [LUNの数] 概要と詳細（各ソース デバイ
ス）

データの再編成 # はい # いいえ お客様が移⾏の⼀環としてボ
リューム / ディレクトリ / フォ
ルダ / ファイルを異なるデータ
構造に移動することを望んでい
るかどうか。
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移⾏プロジェクト情報

許容される停⽌範囲 停⽌期間

# 定義済み # 柔軟に対応

標準のメンテナンス時間ポリ
シー：[情報]

許容される停⽌回数と期間。メ
ンテナンス時間がある場合は記
⼊してください。

完了までの希望時間 [完了までの希望時間][時間の重
要度]

その他の関連情報 [その他の関連情報]

お客様の会社名と場所（都道府
県および市区町村）

Site Survey and Planningワークシートの[スイッチ]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、移⾏のスイッチ情報を含むタブを設定する必要が
あります。

[スイッチ]タブの設定例を次に⺬します。

表 13:

スイッチ

現在 富⼠通推奨

ホスト名 IPアドレス ベンダー モデル ファブリッ
ク名

VSAN / ドメ
イン

ファーム
ウェア

ファーム
ウェア

C9506-1-A 10.x.x.x Cisco 9506 Prod A 10 3.3(5a)

Site Survey and Planningワークシートの[ストレージ デバイス（移⾏元）]タ
ブ

Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、移⾏元のソース ストレージ デバイスの情報を含
むタブを設定する必要があります。

[ストレージ デバイス（移⾏元）]タブの設定例を次に⺬します。

表 14:

ストレージ システム

アレイ名 IPアドレス ベンダー アレイ モデル Microcode FW /
ONTAP

AMS2100 10.x.x.x Hitachi AMS 2100 0893/B-X

AMS2100 10.x.x.x Hitachi AMS 2100 0893/B-X

AMS2100 10.x.x.x Hitachi AMS 2100 0893/B-X

AMS2100 10.x.x.x Hitachi AMS 2100 0893/B-X

表 15:
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ストレージ システム

コントローラ /
ノード

ポート名 WWPN ファブリック名 ターゲット タイプ

Controller0 0a 50060E80xxxxxxxx Production Fabric A ソース

Controller0 0e 50060E80xxxxxxxx Production Fabric B ソース

Controller1 1a 50060E80xxxxxxxx Production Fabric A ソース

Controller1 1e 50060E80xxxxxxxx Production Fabric A ソース

Site Survey and Planningワークシートの[ストレージ デバイス（移⾏先）]タ
ブ

Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、移⾏先ストレージ デバイスの情報を含むタブを設
定する必要があります。

表 16:

ストレージ システム

クラスタ名 IPアドレス アレイ モデル ONTAP SVM ポート タイプ

DataMig-cDOT 10.x.x.x HX6100 8.3.1 datamig ターゲット

DataMig-cDOT 10.x.x.x HX6100 8.3.1 datamig ターゲット

DataMig-cDOT 10.x.x.x HX6100 8.3.1 DataMig-01 イニシエータ

DataMig-cDOT 10.x.x.x HX6100 8.3.1 DataMig-01 イニシエータ

表 17:

ストレージ システム

ポート名 LIF名 WWPN ファブリック名 ターゲット タイプ

0c miglif1 20:01:00:a0:98:2f:

xx:xx

Prod A ターゲット

0d miglif2 20:01:00:a0:98:2f:

xx:xx

Prod B ターゲット

0a 該当なし 50:0a:09:81:00:xx:

xx:xx

Prod A ターゲット

0b 該当なし 50:0a:09:81:00:xx:

xx:xx

Prod B ターゲット

[ストレージ デバイス（移⾏先）]タブの設定例を次に⺬します。

Site Survey and Planningワークシートの[ホスト]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、移⾏プロジェクトのホスト情報を含むタブを設定
する必要があります。

[ホスト]タブの設定例を次に⺬します。
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表 18:

ホスト

現在 富⼠通推奨

ホスト名 ドライバ ファーム
ウェア

HUK MPIO SnapDrive SnapManager ホット
フィックス

dm-
rx200s6-21

dm-
rx200s6-22

dm-
rx200s6-20

Site Survey and Planningワークシートの[HBA / ゾーン情報]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、HBAとゾーンの情報を含むタブを設定する必要が
あります。

[HBA / ゾーン情報]タブの設定例を次に⺬します。

表 19:

ファブリックの詳細

ホスト名 説明 WWPN ファブリック名

dm-rx200s6-21 HBA0 21:00:00:24:ff:xx:xx:xx Prod A

dm-rx200s6-21 HBA1 21:00:00:24:ff:xx:xx:xx Prod B

表 20:

ファブリックの詳細

VSAN / ドメイン ポート番号 移⾏前のゾーン メン
バーシップ

移⾏後のゾーン メン
バーシップ

10 fc2/3 rx21_AMS2100 rx21_flicDOT

10 fc2/3 rx21_AMS2100 rx21_flicDOT

Site Survey and Planningワークシートの[ソースLUN]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、ソースLUNの情報を含むタブを設定する必要があ
ります。

[ソースLUN]タブの設定例を次に⺬します。

表 21:

ソースLUN

マスクされたLUN

ストレージ グルー
プ名

ホストLUN ID アレイLUN ID シック / シン UID
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ソースLUN

dm-rx200s6-21 0 30 シック 60060e801046b960

04f2bf460000001e

dm-rx200s6-21 1 14 シック 60060e801046b960

04f2bf460000000e

dm-rx200s6-21 2 15 シック 60060e801046b960

04f2bf460000000f

表 22:

ソースLUN

すべてのLUN

LUN名 UID 開始セクター パーティション オ
フセット

カスタム プレ
フィックス

LUN30 368050176 0

LUN14 33619968 0

LUN15 33619968 0

Site Survey and Planningワークシートの[ストレージ グループ]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、ストレージ グループの情報を含むタブを設定する
必要があります。

[ストレージ グループ]タブの設定例を次に⺬します。

表 23:

ストレージ グループ

ソース デスティネーション

ホスト名 ストレージ グルー
プ

WWPN iGroupコマンド

dm-rx200s6-21 dm-rx200s6-21 21:00:00:24:ff:30:14:c521:

00:00:24:ff:30:14:c4

igroup create -ostype
windows -protocol fcp -
vserver datamig -igroup
dm-rx200s6-21 -initiator
21:00:00:24:ff:30:14:c4,21:00:00:

24:ff:30:14:c5

dm-rx200s6-22 dm-rx200s6-22 21:00:00:24:ff:30:04:8521:

00:00:24:ff:30:04:84

igroup create -ostype linux
-protocol fcp -vserver datamig -
igroup dm-rx200s6-22 -initiator
21:00:00:24:ff:30:04:85,21:00:00:

24:ff:30:04:84
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ストレージ グループ

dm-rx200s6-20 dm-rx200s6-20 21:00:00:24:ff:30:03:ea21:

00:00:24:ff:30:03:eb

igroup create -ostype
vmware -protocol fcp -
vserver datamig -igroup
dm-rx200s6-20 -initiator
21:00:00:24:ff:30:03:ea,21:00:00:

24:ff:30:03:eb

Site Survey and Planningワークシートの[LUNの詳細]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、LUNの詳細情報を含むタブを設定する必要があり
ます。

[LUNの詳細]タブの設定例を次に⺬します。

表 24:

LUNの詳細

ソース

ホスト名 ストレージ グルー
プ

オペレーティング
システム

クラスタ化 ストレージ コント
ローラ

dm-rx200s6-21 dm-rx200s6-21 Microsoft Windows
Server 2012 R2
Datacenter

× AMS2100

dm-rx200s6-22 dm-rx200s6-22 Red Hat Enterprise
Linux Server release
5.10

× AMS2100

dm-rx200s6-20 dm-rx200s6-20 ESXi 5.5.0
build-1331820

× AMS2100

dm-rx200s6-20 dm-rx200s6-20 ESXi 5.5.0
build-1331820

× AMS2100

表 25:

LUNの詳細

ソース

マウント ポイント 物理ドライブ番号 ポート バス ターゲット

C: PHYSICALDRIVE0 2 0 0

/ sda 0 0 0

BootLUN_Datastore naa.60060e801046

b96004f2bf4600000

014

0 0 0

VM_Datastore naa.60060e801046

b96004f2bf4600000

015

0 0 0

表 26:
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LUNの詳細

ソース

LUN PG80 SN PG83 SN / UID LUNサイズ（GB） 開始オフセット

0 60060e801046b960

04f2bf460000001e

40 0

0 60060e801046b960

04f2bf4600000010

20

0 60060e801046b960

04f2bf4600000014

20

1 60060e801046b960

04f2bf4600000015

40

表 27:

LUNの詳細

ソース

LUNタイプ アライメント カスタム プレ
フィックス（ブ
ロック数）

カスタム プレ
フィックス（バイ
ト数）

windows アライメント済み 0 0

linux アライメント済み 0 0

vmware アライメント済み 0 0

vmware アライメント済み 0 0

Site Survey and Planningワークシートの[Fujitsu LUNのレイアウト]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、LUNレイアウトの情報を含むタブを設定する必要
があります。

[LUNのレイアウト]タブの設定例を次に⺬します。

表 28:

Fujitsu LUN情報

ストレージ
コントロー
ラ

アグリゲー
ト

ボリューム
名

ボリューム
サイズ

ボリュー
ム ギャラン
ティ

スナップ リ
ザーブ

LUN名

表 29:

Fujitsu LUN情報

S/N LUNタイプ カスタム プ
レフィック
ス

LUNの説明 サイズ
（GB）

LUNリザベー
ション

フラクショ
ナル リザー
ブ

表 30:
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Fujitsu LUN情報

ボリューム
のオートサ
イズ

Snapshotの
⾃動削除

iGroup LUN ID ホスト タイ
プ

ドライブ レ
ター

ホスト

Site Survey and Planningワークシートの[移⾏スケジュール]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、移⾏スケジュールの情報を含むタブを設定する必
要があります。

[移⾏スケジュール]タブの設定例を次に⺬します。

表 31:

移⾏スケジュール

移⾏⽇ ホスト OS アプリケー
ション

ストレージ コン
トローラ

LUN UID LUNサイズ ステータス

Site Survey and Planningワークシートの[アグリゲート ステータス]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、アグリゲート ステータスの情報を含むタブを設定
する必要があります。

[アグリゲート ステータス]タブの設定例を次に⺬します。

表 32:

富⼠通 アグリゲート情報

コントローラ アグリゲート 合計サイズ
（GB）

使⽤済み容量
（GB）

使⽤可能容量
（GB）

過去の拡張

Site Survey and Planningワークシートの[ETERNUS HX設定]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、ETERNUS HX設定の情報を含むタブを設定する必要
があります。

[ETERNUS HX設定]タブの設定例を次に⺬します。

表 33:

ONTAP System Managerホストクラスタ名 クラスタ管
理IPアドレス

クラスタ管理
クレデンシャ
ルの有無 IPアドレス クレデンシャ

ルの有無

表 34:

ネットワーク ポート

ノード インターフェ
イス名

ポート タイプ ポート速度 VLAN名 / ID ifgrp

表 35:
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SVM名 タイプ プロトコル アグリゲート SVMルート ボリューム

表 36:

SANSVM ボリューム アグリゲート サイズ

LUN名 LUNサイズ

表 37:

SVMネットワーク インターフェイス

SVM インターフェ
イス名

インターフェ
イス ロール

IPアドレス /
ネットマスク

ホーム ノード /
ホーム ポート

フェイルオー
バー グループ

表 38:

SVM FCPターゲット ポート

SVM FCPポート名 WWPN WWNN ホーム ノード ホーム ポート

表 39:

ノードFCPイニシエータ ポート

ノード名 FCPポート名 WWPN WWN ホーム ノード ホーム ポート

Site Survey and Planningワークシートの[SDS CLIスクリプト]タブ
Site Survey and Planningワークシートの⼀部として、SDS CLIスクリプトの情報を含むタブを設定する必
要があります。

[SDS CLIスクリプト]タブの設定例を次に⺬します。

表 40:

コントローラ1 コントローラ2

vol size vol0 aggr0 108g

snap reserve bootcampvol 0

snap reserve vol0 20

snap autodelete bootcampvol on

snap autodelete bootcampvol commitment try

snap autodelete bootcampvol trigger volume

snap autodelete bootcampvol target_free_space 20

snap autodelete bootcampvol defer_delete
user_created

snap autodelete vol0 on

snap autodelete vol0 commitment try

snap autodelete vol0 trigger volume

snap autodelete vol0 target_free_space 20
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コントローラ1 コントローラ2

snap autodelete vol0 defer_delete user_created

vol autosize bootcampvol on

vol autosize vol0 on

vol options bootcampvol try_first volume_grow

vol options bootcampvol fractional_reserve 100

vol options vol0 try_first volume_grow

vol options vol0 fractional_reserve 100

qtree security /vol/bootcampvol unix

qtree security /vol/vol0 ntfs

snap sched bootcampvol 0 0 0

snap sched vol0 0 2 6@8,12,16,20

# LUN mapping skipped for /vol/qavol_narayan/
testlun since LUN is not mapped to an iGroup.

# LUN mapping skipped for /vol/bootcampvol/
dm25_boot_lun since LUN is not mapped to an
iGroup.

# LUN mapping skipped for /vol/bootcampvol/
dm25_data1_lun since LUN is not mapped to an
iGroup.

# LUN mapping skipped for /vol/bootcampvol/
dm25_data2_lun since LUN is not mapped to an
iGroup.

# LUN mapping skipped for /vol/bootcampvol/
dm26_boot_lun since LUN is not mapped to an
iGroup.

# LUN mapping skipped for /vol/bootcampvol/
dm26_data1_lun since LUN is not mapped to an
iGroup.

# LUN mapping skipped for /vol/bootcampvol/
dm26_data2_lun since LUN is not mapped to an
iGroup.

# LUN mapping skipped for /vol/bootcampvol/
dm27_boot_lun since LUN is not mapped to an
iGroup.

# LUN mapping skipped for /vol/bootcampvol/
dm27_data1_lun since LUN is not mapped to an
iGroup.

# LUN mapping skipped for /vol/bootcampvol/
dm27_data2_lun since LUN is not mapped to an
iGroup.
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 | マニュアルの更新について |

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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