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はじめに

本書では、ONTAP 9.11.1 で SnapMirror Synchronous (SM-S) レプリケーションを構成するための情
報およびベストプラクティスについて説明します。

Copyright 2022 Fujitsu Limited

第 2 版
2022 年 12 月

登録商標

本製品に関連する他社商標については、以下のサイトを参照してください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/trademark/

本書では、本文中の ™、® などの記号は省略しています。

本書の読み方

対象読者

本書は、ETERNUS AX/HX の設定、運用管理を行うシステム管理者、または保守を行うフィールドエン
ジニアを対象としています。必要に応じてお読みください。

関連マニュアル

ETERNUS AX/HX に関連する 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/
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はじめに
　

本書の表記について

■ 本文中の記号
本文中では、以下の記号を使用しています。

お使いになるときに注意していただきたいことを記述しています。必ずお読み
ください。

本文を補足する内容や、参考情報を記述しています。
SnapMirror Synchronous 構成とベストプラクティス7



　

第 1 章  

エグゼクティブサマリー
常にネットワーク接続された、今日のグローバルビジネス環境では、自然災害、人為的な障害からデー
タを保護し、必要に応じて迅速にリカバリする必要があります。同時に、IT インフラストラクチャを
大限に活用するためには、投資を 大限に活用する必要があります。効率的なデータ保護戦略は、生

産性と収益の損失、および企業の評判の低下につながる可能性のあるオペレーションの停止を防ぐた
めに不可欠です。さらに、ビジネスインテリジェンスや開発 / テストのためにセカンダリサイトを再利
用する場合、バックアップ / 災害復旧ソリューションをビジネス促進ツールに変えることができます。

SnapMirror Synchronous (SM-S) は、コスト効率に優れた使いやすいディザスタリカバリソリュー
ションで、LAN またはメトロエリアネットワーク (MAN) を介してデータを高速で同期的に複製しま
す。仮想環境と従来の環境の両方で、Microsoft Exchange Server、Microsoft SQL Server、Oracle な
どのビジネスクリティカルなアプリケーションに高いデータ可用性と迅速な災害復旧を提供します。

SM-S は、管理オーバーヘッドを削減し、データ保護を効率化してデータ消失ゼロのデータレプリケー
ションを実現します。SM-S は、クラスタ内のボリュームのサブセットを保護する柔軟性とともに、RPO
( 目標復旧時点 ) をゼロに設定します。また、異なるモデルの ONTAP ストレージシステム間でレプリ
ケーションを実行できるため、TCO ( 総所有コスト ) を削減し、ビジネスを加速できます。SM-S はビ
ジネス継続性を促進しますが、セカンダリデータのクローンを作成して読み取り／書き込み可能にす
ることもできます。

1.1 目的と範囲
このドキュメントは、ONTAP ストレージシステムの管理、インストール、サポートを行う担当者、お
よびデータレプリケーション用にSM-Sテクノロジを構成して使用する予定のある担当者を対象として
います。ここでは、読者が次のプロセスとテクノロジを理解していることを前提としています。

• ONTAP の運用プロセスに関する実用的な知識
• Snapshot テクノロジ、FlexVol ボリューム、FlexClone ボリュームなどの機能に関する実践的な
知識

• データ保護、災害復旧、およびデータレプリケーションソリューションに関する一般的な知識
SnapMirror Synchronous 構成とベストプラクティス8



第 1 章　エグゼクティブサマリー
  1.2　用語

　

1.2 用語
• プライマリまたはソース

SM-S がデータを取り出す元のボリューム。

• セカンダリまたはデスティネーション
SM-S が書き込むターゲットボリューム。

• Recovery point objective (RPO)
ビジネスアプリケーションが許容できるデータ消失量。

• Recovery time objective (RTO)
障害が発生したアプリケーションの再起動に必要な時間。

• SnapMirror
セカンダリストレージに作業データのレプリカまたはミラーを作成することにより、地理的に離れ
たサイトにあるセカンダリストレージにプライマリストレージからフェイルオーバーするために
設計された災害復旧テクノロジ。プライマリサイトで災害が発生した場合でも、セカンダリスト
レージから引き続きデータを提供できます。

• SnapMirror Synchronous (SM-S)
SnapMirror テクノロジにより、データを同期的にミラーリングし、ミラーリングされたデータを
継続的に更新して、データを 新の状態に保ち、必要なときにいつでも利用できるようにします。

• SM-S モード
レプリケーション障害が発生した場合でも、プイマリ I/O を停止しません。

• SnapMirror Strict Synchronous (StrictSync) モード
PRO ゼロのレプリケーションを提供しますが、レプリケーションに障害が発生した場合はプライマ
リ I/O を停止します。

• InSync
SM-S 関係は、各アプリケーション I/O をセカンダリストレージシステムにアクティブにレプリケー
トしています。

• OutOfSync
アプリケーション I/O はセカンダリストレージシステムにレプリケートしていません。

• Round trip time (RTT)
ネットワーク要求がソースからデスティネーションに送信され、ソースに戻されるまでにかかる時
間 ( ミリ秒 ) 。
SnapMirror Synchronous 構成とベストプラクティス9



　

第 2 章  

SnapMirror Synchronous の概要
SM-S はボリューム単位の同期データレプリケーションであり、企業ではバックアップ、災害復旧、デー
タ移動に使用されています。SM-S を使用すると、お客様は、データセンターまたは大都市圏にある
ONTAP ストレージシステム間で FlexVol ボリュームからデータをレプリケートすることにより、RPO
( 目標復旧時点 ) をゼロにできます。SM-S は、ラウンドトリップ時間 (RTT) が 10 ミリ秒未満のワー
クロードをターゲットとしており、あらゆる障害時に使用できる正確なレプリカを提供します。SM-S
は、ONTAP ストレージシステム間のレプリケーションにより、クラスタ内のボリュームのサブセット
を保護する柔軟性を提供します。この機能は、データ消失ゼロに依存している金融や医療などの業界
において、同期レプリケーションに対する国家、規制、業界のニーズに対応します。

2.1 ユースケース

2.1.1 データ消失ゼロ

今日のデジタルの世界では、重要なビジネスデータが失われると、企業に障害が発生する可能性があ
り、ダウンタイムが発生すると、企業の財務パフォーマンスと競争優位性に深刻な影響が及ぶ可能性
があります。SM-S レプリケーションソフトウェアを使用すると、自然災害、火災、アプリケーション
の障害、ソフトウェアの誤動作などによるデータ消失を防ぐことができます。

IT のニーズは急速に変化しているため、RPO ( 目標復旧時点 ) をゼロにするというビジネスの推進要
因に対応するためには、データセンターの転用と再構成を迅速に行う必要があります。

2.1.2 2 拠点ローカルデータセンター間の災害復旧

このユースケースでは、ローカル災害復旧用のデータセンター 2 拠点が示されています。１つのボ
リュームから比較的ローカルなセカンダリデータセンターに対して同期関係が作成されています ( 図
2.1 を参照 ) 。プライマリサイトで障害が発生すると、エンタープライズアプリケーションは、セカン
ダリデータセンターのレプリカボリュームにフェイルオーバーします。
SnapMirror Synchronous 構成とベストプラクティス10



第 2 章　SnapMirror Synchronous の概要
  2.1　ユースケース

　

図 2.1 2 拠点ローカルデータセンター間の災害復旧

2.1.3 2 拠点のデータセンター間での同期レプリケーションと非同期レプリ
ケーションの組み合わせ

このユースケースでは、エンタープライズアプリケーション用に 2 拠点のデータセンターがあり、プ
ライマリデータセンター内の別のクラスターまたはボリュームに対するトランザクションログの同期
関係と、セカンダリデータセンターに対する通常データの非同期関係が 1 つずつあります。プライマ
リクラスタに障害が発生すると、アプリケーションはセカンダリデータセンターにフェイルオーバー
し、図 2.2 示すように、プライマリデータセンターのトランザクションログからデータを回復し、同
期します。
• C1

D1 ( データ ) および L1 ( ログ ) がホストされているプライマリクラスタ
• C2
ログボリュームの同期レプリカ (L2) をホストするプライマリクラスタ

• C3
ログボリュームとデータボリュームそれぞれの非同期レプリカである L3 と D2 をホストするセカ
ンダリデータセンター

• C1 でクラッシュが発生すると、L2 と L3 それぞれに SnapMirror ブレークが発行されます。L2
は、障害が発生していないサイトに格納されています。L2 と L3 の差異は L3 に反映されます。L3
を使用して D2 にログリカバリを実行します。D2 の準備ができたら、<D2、L3> を使用してアプ
リケーションを実行できます。

SM-S をデータベースに導入する場合、ログは 1 つのボリュームに格納する必要がありますが、デー
タファイルは複数のボリュームに分散できます。
SnapMirror Synchronous 構成とベストプラクティス11



第 2 章　SnapMirror Synchronous の概要
  2.1　ユースケース

　

図 2.2 同期と非同期の SnapMirror 関係の組み合わせ

2.1.4 3 拠点のデータセンターにおけるアプリケーションの災害復旧

このユースケースでは、エンタープライズアプリケーション用に 3 拠点のデータセンターがあり、比
較的ローカルなセカンダリデータセンターのトランザクションログに対する 1 つの同期関係と、より
遠隔にあるターシャリデータセンターの通常データに対する 1 つの非同期関係があります。プライマ
リサイトに障害が発生した場合、アプリケーションはリモートのターシャリデータセンターにフェイ
ルオーバーし、図 2.3 に示すように、ローカルのセカンダリデータセンターのトランザクションログ
からデータを復旧し、同期します。
• C1

D1 ( データ ) および L1 ( ログ ) がホストされているプライマリクラスタ
• C2
ログボリュームの同期レプリカ (L2) をホストするセカンダリクラスタ

• C3
ログボリュームとデータボリュームそれぞれの非同期レプリカである L3 と D2 をホストするター
シャリデータセンター

• C1 でクラッシュが発生すると、L2 と L3 それぞれに SnapMirror ブレークが発行されます。L2
は、障害が発生していないサイトに格納されています。L2 と L3 の差異は L3 に反映されます。L3
を使用して D2 にログリカバリを実行します。D2 の準備ができたら、<D2、L3> を使用してアプ
リケーションを実行できます。

SM-S をデータベースに導入する場合、ログは 1 つのボリュームに格納する必要がありますが、デー
タファイルは複数のボリュームに分散できます。
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第 2 章　SnapMirror Synchronous の概要
  2.1　ユースケース

　

図 2.3 3 拠点のデータセンターエンタープライズアプリケーションのユースケース

■ ベストプラクティス
同期関係と非同期関係の間で共通の Snapshot コピーを確実に使用できるようにするには、
MirrorAllSnapshots ポリシーを使用して非同期 SnapMirror 関係を設定し、同期関係の共通のスナッ
プショットスケジュールよりも頻度の高いスケジュールを設定します。
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第 2 章　SnapMirror Synchronous の概要
  2.2　統合データ保護

　

2.2 統合データ保護

SM-S は、Snapshot テクノロジーと緊密に統合されており、共通の Snapshot コピーを作成し、デー
タセンター間の迅速かつ容易な再同期を可能にします。SM-S は、セカンダリデータコピーのネイティ
ブデータフォーマットにより、富士通プラットフォーム全体で効率的なデータ保護を提供します。こ
の種の保護では、図 2.4 に示すように、災害復旧、データ消失ゼロ、迅速なアプリケーションの復旧
といった複数の用途で使用されます。

図 2.4 SM-S による統合データ保護

アプリケーションコンシステントな Snapshot は、ONTAP 9.7 以降でサポートされています。CLI また
は ONTAP API を使用して、Snapshot 作成時に Snapshot コピーに適切なラベルのタグが付けられて
いる場合、SnapMirror Synchronous は Snapshot コピーをレプリケートします ( アプリケーションの
停止後にユーザーが作成または外部スクリプトを使用して作成 ) 。

■ ベストプラクティス
デフォルトポリシーにルールを追加して変更するのではなく、カスタムポリシーを作成することをお
勧めします。デフォルトポリシーを変更すると、グローバルに影響するため、望ましくない場合があ
ります。
SnapMirror Synchronous 構成とベストプラクティス14



第 2 章　SnapMirror Synchronous の概要
  2.3　SnapMirror Synchronous モード

　

2.3 SnapMirror Synchronous モード

SM-S は、以下の 2 つのモードのいずれかで設定できます。

• Synchronous モード
Synchronous モードでは、アプリケーションの I/O 処理は、プライマリストレージシステムとセ
カンダリストレージシステムに並行で送信されます。何らかの理由でセカンダリストレージシス
テムへの書き込みが完了しない場合、アプリケーションはプライマリストレージシステムへの書
き込みを続行できます。エラー状態を修正した場合、SM-S テクノロジにより、セカンダリスト
レージシステムとの再同期が自動的に行われ、プライマリストレージからセカンダリストレージ
システムへの同期レプリケーションが再開されます。
このプロセスにより、RPO ( 目標復旧時点 ) は 0 になります。

• StrictSync モード
StrictSync モードでは、アプリケーションの I/O 処理は、プライマリストレージシステムとセカン
ダリストレージシステムに並行で送信されます。何らかの理由 (ONTAP、ストレージ、ネットワー
クなど ) でセカンダリストレージシステムへの I/O が完了しない場合、アプリケーション I/O は失
敗し、同期レプリケーションは終了します。このイベントにより、プライマリボリュームとセカ
ンダリボリュームが同一になり、データ消失がゼロになります。この場合、SnapMirror は同期関
係も自動的に元に戻そうとします。 
プライマリストレージシステムが動作不能になった場合は、手動またはスクリプトによる操作で、
セカンダリストレージシステムにアプリケーション I/O をフェイルオーバーして再開できます。必
要なフェイルオーバーアクションに応じて、このプロセスによって、RPO ( 目標復旧時点 ) はゼロ
になります。
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第 3 章 　

SnapMirror Synchronous のデータ保護の関
係

この章では、さまざまなタイプの SM-S 関係と、それらを初期化および管理する方法について説明しま
す。

3.1 前提条件

SM-S を使用するには、次の前提条件が満たされている必要があります。

• SM-S テクノロジは、16 GB 以上のメモリを搭載した、すべての ETERNUS AX/HX series および
ETERNUS AX series の All SAN Array (ASA) システムでサポートされます。
- システムメモリの設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

• クラスタ内の各ノードは、ONTAP 9.7 以降を実行している必要があります。
- システムバージョンを確認するには、次のコマンドを使用します。

• 2 つの異なるストレージシステム間でデータを転送する機能ネットワークの RTT レイテンシは、
10 ミリ秒未満にする必要があります。
- ソースクラスタ C1 とデスティネーションクラスタ C2 間のネットワーク遅延を確認する CLI コ
マンドを次に示します。

• クラスターとストレージ仮想マシン (SVM) のピアの関係を構成する必要があります。
- 詳細はピア関係の構成に関するドキュメントを参照してください。

cluster::*> set -privilege advanced
cluster::*> run local sysconfig
             slot 0: System Board
             Model Name:         ETERNUS AX4100
             Processors:         20
             Processor type:     Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz
             Memory Size:        147328 MB

cluster::> version
Data ONTAP Release 9.11.1P1: Tue Aug 09 13:13:19 UTC 2022 (Fujitsu)

C1_stiA400-355_cluster::*> cluster peer ping -originating-node stiA400-355 
 -destination-cluster C2_stiA400-357_cluster -destination-node stiA400-357

Node: stiA400-355            Destination Cluster: C2_stiA400-357_cluster

Destination Node IP Address       Count  TTL RTT(ms) Status
---------------- ---------------- ----- ---- ------- ------------------------
stiA400-357      172.20.37.240        1   64   0.075 interface_reachable
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  3.2　SnapMirror Synchronous を使用する前の考慮事項

　

• ストレージシステム名は、DNS を使用して正しく解決する必要があります。
- DNS エントリを確認するには、次のコマンドを使用します。

3.2 SnapMirror Synchronous を使用する前の考慮事項

SM-S レプリケーションを使用する場合は、次の点も考慮する必要があります。

• 1 つのソースボリュームが複数のデスティネーションボリュームと SM-S 関係を持つことはできま
せん。ただし、1 つのソースボリュームは、2 つの異なるデスティネーションボリュームに対して
1 つの同期および 1 つの非同期関係を持つことができます。

• プライマリとセカンダリの速度が遅いほど、遅延に影響します。
- ソースボリュームとデスティネーションボリュームの基盤となるドライブテクノロジー (FC ま
たは SATA、フラッシュ ) はさまざまですが、I/O 特性はパフォーマンスが も低いドライブテ
クノロジーによって決まります。

- セカンダリシステム上のシステムの種類、CPU ヘッドルーム、およびドライブ構成は、ワーク
ロードのレイテンシに影響します。したがって、ボリュームが SM-S で保護されている場合は、
デスティネーションシステムのサイズを適切に設定する必要があります。

• ネットワークトランスポートは、SM-S レプリケーション用に 適化する必要があります。レプリ
ケーションパフォーマンス、つまりユーザーワークロードパフォーマンスに影響を及ぼすおそれ
があるため、ソースシステムとデスティネーションシステムの間に専用の広帯域幅、低レイテン
シのネットワークを構築することを推奨します。

• ソースボリュームは、 「None」 、 「Snapshot」 、 「Auto」 などの階層化ポリシーを持つ FabricPool
を有効にしたアグリゲート内に配置できます。ただし、FabricPool アグリゲート内のデスティ
ネーションボリュームを All 階層化ポリシーに設定することはできません。

3.2.1 SnapMirror Synchronous ライセンス

• ETERNUS AX/HX では、SM-S ライセンスが Data Protection バンドルに含まれています。
• ONTAP 9.9.1 以降では、Data Protection バンドルがインストールされているシステムで SM-S が
自動的に有効になります。

Cl_sti92-vsim-ucs532m_cluster::*> getXXbyyy gethostbyname 
-node sti92-vsim-ucs532m -vserver Cl_sti92-vsim-ucs532m_cluster 
-hostname sti92-vsim-ucs532m

(vserver services name-service getxxbyyy gethostbyname)

Host name: sti92-vsim-ucs532m
Canonical name: sti92-vsim-ucs532m.ctl.gdl.englab.netapp.com
IPv4: 10.237.140.174

ライセンスは、ソースとデスティネーションの両方にインストールされている必要があります。
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  3.3　SnapMirror Synchronous レプリケーション操作の 大数

　

3.3 SnapMirror Synchronous レプリケーション操作の 大
数
表 3.1 許容される同時レプリケーション操作

3.4 SnapMirror Synchronous を使用した制限事項

SM-S レプリケーションの構成を計画する場合は、次の制限事項を考慮する必要があります。

• ソースボリュームとデスティネーションボリュームはオンラインである必要があります。
• デスティネーションボリュームの容量は、ソースボリュームの使用済み容量以上である必要があ
ります。

• ソースボリュームまたはデスティネーションボリュームをストレージシステムのルートボリュー
ムにすることはできません。

• 2 つの異なるストレージシステム間でデータを転送するには、機能するネットワークが必要です。
• RTT は 10 ミリ秒未満である必要があります。

プラットフォーム
ごとの SM-S 制限

ONTAP 9.8 以前
（HA ペアごと）

ONTAP 9.9.1
（HA ペアごと）

ONTAP 9.10.1
（HA ペアごと）

ONTAP 9.11.1
（HA ペアごと）

ETERNUS AX series 80 160 200 400

ETERNUS HX series 40 80 80 80

上記の制限は、HA ペアごとの合計動作です。合計とは、ソース、デスティネーション、またはソー
スとデスティネーションの任意の組み合わせです。

更新された値は、すべてのノードが ONTAP 9.11.1 以降を実行している場合にのみ適用されます。

これらの制限は、HA ペアの存続ノードとフェールオーバーノードの両方に適用されます。データ
バックアップ中にノードのフェイルオーバーが発生した場合、障害が発生したノードで障害が発生
した時点に実行中の転送は中断され、存続ノードによって再スケジュールされます。逆に、データ
バックアップ中にギブバックが発生した場合、ギブバック中に発生していた転送は中止され、存続
ノードに代わって復旧ノードによって再スケジュールされます。SnapMirror ボリュームレプリケー
ションの 大数を超える数が同時に実行するようにスケジュールされている場合、転送が増える
(additional) たびに、リソース制限に達したことを示すエラーメッセージが生成されます。 大
値を超える転送は、成功するか、SnapMirror がオフになるか、または更新が終了するまで、1 分間
に 1 回再試行されます。
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  3.5　SnapMirror ポリシー

　

3.5 SnapMirror ポリシー

SM-S には、ONTAP System Manager と CLI で使用できる 2 つの新しい定義済みポリシーがあります。

• Sync
• StrictSync

Primary::snapmirror policy*> show -vserver vs1 -policy Sync 
Vserver: cluster3
SnapMirror Policy Name: Sync 
SnapMirror Policy Type: sync-mirror 
Policy Owner: cluster-admin
Tries Limit: 8
Transfer Priority: normal
Ignore accesstime Enabled: false 
Transfer Restartability: always 
Network Compression Enabled: false 
Common Snapshot Schedule: hourly
Max Average Replication Latency Threshold: 10ms 
Transition to Out of Sync by Latency: false
Comment: Policy for SnapMirror Synchronous where client access will not be disrupted on 
replication failure
Total Number of Rules: 1 
Total Keep: 2
Rules:
SnapMirror Label Keep Preserve Warn Schedule Prefix
----------------------------- ---- -------- --------
sm_created 2 false 0 - - 
Primary::snapmirror policy*> show -vserver vs1 -policy StrictSync 
Vserver: cluster3
SnapMirror Policy Name: StrictSync 
SnapMirror Policy Type: strict-sync-mirror 
Policy Owner: cluster-admin
Tries Limit: 8
Transfer Priority: normal
Ignore accesstime Enabled: false 
Transfer Restartability: always 
Network Compression Enabled: false 
Common Snapshot Schedule: hourly
Max Average Replication Latency Threshold: 10ms 
Transition to Out of Sync by Latency: false
Comment: Policy for SnapMirror Synchronous where client access will not be disrupted on 
replication failure
Total Number of Rules: 1 
Total Keep: 2
Rules:
SnapMirror Label Keep Preserve Warn Schedule Prefix
----------------------------- ---- -------- --------
sm_created 2 false 0 - -
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  3.6　共通 Snapshot コピー

　

3.6 共通 Snapshot コピー

SnapMirror Synchronous は定期的に I/O を排出します。これにより、プライマリストレージシステム
とセカンダリストレージシステムの間の処理中に、これらのシステム上に共通の Snapshot コピーが
作成されます。この Snapshot コピーは、同期関係が成立していない場合に、再同期させるために使
用されます。任意の時点で、 大 2 つの共通 Snapshot コピーが保持されます。

ONTAP 9.9.1 以降では、次の機能を使用できます。
• デフォルトでは、共通 Snapshot コピーは 6 時間ごとに作成されます。
• 共通 Snapshot コピーの作成頻度を、30 分～ 24 時間の間で変更できます。共通 Snapshot コ
ピーの頻度を変更するには、cron スケジュールを作成し、同期ポリシーを変更して、新しく作成
したスケジュールを加える必要があります。
例

表 3.2 ONTAP バージョンごとに共通スナップショットを作成するのに必要な時間

次の要因を考慮して、デフォルトスケジュールに対する変更の影響を評価し、理解することを推奨し
ます。

• ボリューム上には、 大 2 つの共通 Snapshot コピーが保持されます。
• snapmirror updateコマンドは、AFS の 新の状態を取得し、必要に応じて共通の Snapshot
コピーを作成します。

Cluster::*> cron create -name 3hourly_schedule -hour 01,04,07,10,13,16,19,22 
-minute 03 (job schedule cron create)

Cluster::*> snapmirror policy modify -policy Sync -common-snapshot-schedule 
3hourly_schedule -vserver *

共通 Snapshot コピーのワークフロー時間は、ONTAP 9.11.1 で 適化されています。検証の結果は
次のとおりです。

ONTAP バージョン 共通 Snapshot コピーの作成に必要な時間

ONTAP 9.9.1 以前 250ms ～ 5 秒 ( ほとんどの動作は 2 ～ 4 秒 )

ONTAP 9.10.1 10ms ～ 5 秒 ( ほとんどの動作が 1 秒以内に完了 )

ONTAP 9.11.1 5ms ～ 512ms（ほとんどの動作が 10ms ～ 256ms 以内に完了）

Primary::*> snapmirror policy show -vserver vs1 -policy Sync -fields -common-snapshot-schedule
vserver policy common-snapshot-schedule 
----------- ------------ ------------------------ 
vs1 Sync 6-hourly 
Primary::*> snapmirror policy show -vserver vs1 -policy StrictSync -fields -common-snapshot-
schedule 
vserver policy common-snapshot-schedule 
----------- ------------ ------------------------ 
vs1 StrictSync 6-hourly 
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  3.7　関係ステータス

　

3.7 関係ステータス
表 3.3 に、ソースボリュームとデスティネーションボリューム間で発生する可能性のあるさまざまな
関係ステータスを示します。

表 3.3 関係ステータス

SnapMirror ポリシーは、SnapMirror ラベル sm_createdに基づいて共通の Snapshot コピーを作
成するためのルールを 1 つのみサポートします。

Primary::*> snapmirror policy modify -vserver vs1 -policy Sync -common-snapshot-schedule ? 
(snapmirror policy modify)
<text> Common Snapshot Copy Creation Schedule for SnapMirror Synchronous

関係ステータス 詳細
Idle • 転送中ではありません。

• Health が true の場合、これは新しく作成された関係です。

• Health が false の場合、すべてのデフォルトの試行が失敗した後、自動再同期は終
了します。

Quiescing 同期レプリケーションの中断中です。

Quiesced 同期レプリケーションは中断されました。

Transferring 非同期転送フェーズは、同期関係が確立または再確立されているときに進行中です。

Transitioning • 非同期レプリケーションから同期レプリケーションへの移行が開始されました。
• 受信オペレーションはプライマリで実行され、 後の非同期転送後にセカンダリに適
用されます。

InSync 受信 I/O がプライマリおよびセカンダリに正常に適用され、レプリケーションパスがア
クティブです。

OutOfSync • SnapMirror レプリケーションがネットワークなどの何らかの障害によって実行され
ていないため、デスティネーションボリュームがソースボリュームと同期していませ
ん。ミラーの状態が [Snapmirrored] の場合は、サポートされていない操作が原因で
転送が失敗したことを示します。

• SM-S は 5 分ごとに関係を監視し、自動再同期処理を 大 5 回試行します。
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3.8 クラスタと SVM のピアリング

2 つのクラスタ間の SM-S 関係を容易にするには、クラスタピアと SVM ピアの関係を作成する 1 回限
りの操作を実行する必要があります。また、ソース SVM とデスティネーション SVM 間のレプリケー
ションを正常に実行するには、ソース SVM とデスティネーション SVM の言語タイプ設定が同じであ
る必要があります。 

クラスターの詳細を表示するには、以下の手順で行います。

1 ソースクラスターの詳細を表示します。

2 デスティネーションクラスターの詳細を表示します。

3 クラスターと SVM ピアのステータスを表示します。

Primary::> cluster show
Node Health Eligibility
--------------------- ------- ------------
PrimaryNode1 true true
PrimaryNode2 true true
2 entries were displayed.

Remote::> cluster show
Node Health Eligibility
--------------------- ------- ------------
RemoteNode1 true true
RemoteNode2 true true
2 entries were displayed.

Remote::> cluster peer show 
Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability Authentication 
------------------------- --------------------- -------------- -------------- 
Primary 1-80-000011 Available ok 

クラスターに到達できない場合、またはソースクラスターとデスティネーションクラスターの間
にネットワーク輻輳がある場合、Availability フィールドでクラスターは Unavailable と表示さ
れます。

Remote::> vserver peer show
            Peer        Peer                      Peering       Remote
Vserver      Vserver     State        Peer Cluster Applications  Vserver
----------- ----------- ------------ ------------ ------------- ---------
vs1 vs1_sync_dr  peered   Primary    snapmirror    vs1_sync_dr
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  3.9　ソースボリュームへのデータの取り込み

　

4 cluster peer pingコマンドを使用して、SM-S のラウンドトリップ時間 (RTT)
を計算します。ソースノードはピア関係のソースボリュームをホストし、デスティ
ネーションノードはピア関係のデスティネーションボリュームをホストします。

クラスタ内の関係では、同じように network pingコマンドを実行できます。

3.9 ソースボリュームへのデータの取り込み
ソースボリュームにデータを取り込むには、以下の手順で行います。

1 この例では NAS について説明しています。ただし、SM-S は他のプロトコル 
(NVMe/FC、NVMe/TCP、FC、iSCSI、CIFS/SMB 2.0+、NFSv3、NFSv4.0、および
NFSv4.1) もサポートします。volume createコマンドを使用して、プライマリク
ラスタ上にボリュームを作成します。

2 ソースボリュームにデータを取り込みます。

3 リモートクラスタ上にデータ保護ボリュームを作成します。デスティネーションボ
リュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上で、-type dpである必
要があります。

Primary::> cluster peer ping -originating-node PrimaryNode1 -destination-node RemoteNode1 
Destination Cluster: Remote 

Destination Node IP Address     Count  TTL RTT(ms)      Status 

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

RemoteNode1   172.26.145.10 1 64   0.452        interface_reachable 

RemoteNode1   172.26.145.12 1 64   0.352        interface_reachable 

Primary::> network ping -node RemoteNode1 -destination PrimaryNode1 -show-detail

Primary::> vol create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1_Primary_01 -size 10GB -state 
online -policy default -junction-path /dp_src -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
[Job 81] Job succeeded: Successful

[root@client~]# mount | grep 10.236.130.54 
10.236.130.54:/vol1 on /root/mount type nfs
(rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys
,mountaddr=10.236.130.54,mountvers=3,mountport=635,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.236.130
.54)

[root@client mount]# df -ha /root/mount/ 
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 
10.236.130.54:/vol1 973M 95M 879M 10% /root/mount

Remote::> vol create -vserver vs1_sync_dr -volume vol1 -aggregate aggr1_Remote_01
-size 10GB -type DP
[Job 81] Job succeeded: Successful
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3.10 SnapMirror Synchronous 関係の設定

SM-S 関係をセットアップするには、以下のステップを実行します。

1 プライマリクラスタとリモートクラスタのボリューム間に SM-S 関係を作成します。

System Manager (ONTAP 9.8 以降 ) では、ボリューム保護ワークフローにリストされている同
期は Sync ポリシーです。StrictSync ポリシーを使用して保護するには、 [Protection] >
[Overview] > [Local Policy Settings] > [Protection Policies] > [Add] の順で進みます。

SM-S 関係は、snapmirror create コマンドを使用し、Sync や StrictSync などの適切な
SnapMirror ポリシーを指定して作成することができます。これにより、関係の構成エントリが
作成されます。作成後、snapmirror showコマンドを使用して、SM-S 関係を監視できます。

2 SnapMirror 関係を初期化します。 初にこれを行うと、ソースボリュームからデス
ティネーションボリュームへのベースライン転送が行われます。デスティネーショ
ンを初期化すると、相互運用性と制限の一連のチェックがトリガーされ、ベースラ
イン転送中に次のフェーズが発生します。

SM-S デスティネーションからのファンアウトまたはカスケードはサポートされていません。

Remote::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path vs1_sync_dr:vol1 -policy Sync 
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1.

データのローカル保護のために、HA ペアの 2 つのノード間に SM-S 関係を設定できます。
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  3.10　SnapMirror Synchronous 関係の設定

　

a 初の非同期転送フェーズでは、バックツーバックの非同期転送が行われ、ソースボリュー
ムからのデータでデスティネーションボリュームが更新されます。この間、レプリケーショ
ンステータスは「Transferring」と表示されます。

b 移行フェーズでは、 「Transitioning」 という関係ステータスを持つ同期レプリケーションに
切り替える前に、すべての受信 I/O の 後の非同期転送が行われます。このフェーズの後、
デスティネーションボリュームは読み取り専用状態でオンラインになります。同期レプリ
ケーションが開始されると、アクティブな I/O がソースボリュームとデスティネーションボ
リュームの両方に書き込まれます。

• SnapMirror がソースボリュームに作成する Snapshot コピーは削除しないでください。
新の SnapMirror Snapshot コピーは、 新の共通 Snapshot コピー (NCS) と呼ばれます。
再同期の動作は NCS によって異なります。SnapMirror がソース上で必要な Snapshot コ
ピーを見つけられない場合は、デスティネーションに対して再同期処理を実行できません。

• SnapMirror が転送するように設定されている間は、デスティネーションボリュームを制限
したりオフラインにしたりしないでください。デスティネーションをオフラインにすると、
SnapMirror はデスティネーションを変更できなくなります。また、このボリュームを手動
でオンラインにする試みは、 初の転送が完了した後でのみ成功します。

3 SM-S 関係を監視します。次のコマンドを使用して、ソースまたはデスティネーショ
ン上の SM-S 関係のデータ転送ステータスを監視できます。これらのコマンドでは、
考えられるエラーや Unhealthy 状態の詳細が提供されます。

表 3.4 SM-S 関係：ソースとデスティネーションの値

Remote::> snapmirror initialize -destination-path vs1_sync_dr:vol1 Operation is queued: 
snapmirror initialize of destination vs1_sync_dr:vol1.
Remote::> snapmirror status 
Snapmirror is on. 
Source Destination State Status 
------- ----------- ------- ------- 
Primary:vol1 vs1_sync_dr:vol1 Snapmirrored Idle

ソース デスティネーション
snapmirror list-destination snapmirror show

snapmirror list-destination -instance snapmirror show -instance

snapmirror show -history

Remote::*> snapmirror show -fields last-transfer-error, policy,policy-type,status 
source-path destination-path policy-type            policy erroer status last-transfer-error 
----------- ---------------- -----------            ------        ------ ------------------- 
vs1:vol1    vs1_sync_dr:vol1 sync-mirror            Sync          InSync - 
vs1:volX    vs1:volY         strict-sync-mirror     StrictSync    InSync – 
2 entries were displayed. 
Primary::*> snapmirror list-destinations 
Source            Destination          Transfer  Last         Relationship 
Path        Type  Path         Status  Progress  Updated      Id 
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------ --------------- 
vs1:vol1    XDP   vs1_sync_dr:vol1 
                               InSync  -         -            603f951a-cf83-11e8-9a21-0050568edde7

vs1:volX    XDP   vs1:volY    InSync   -         -            078c2397-d046-11e8-9a21-0050568edde
72 entries were displayed.
Primary::*> snapmirror list-destinations -destination-path vs2:volY -fields 
out-of-sync-
reasonsource
-path             destination-path out-of-sync-reason 
-----------       ---------------- ----------------------------------------------------------------
vs2:volX           vs2:volY         Transfer failed.(Replication engine error(No space left on device)) 
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  3.11　SnapMirror StrictSync 関係の設定

　

3.11 SnapMirror StrictSync 関係の設定

SnapMirror StrictSync 関係を設定するには、次の手順に従います。

1 主クラスタ上にボリュームを作成します。

2 リモートクラスタ上にデータ保護ボリュームを作成します。

3 プライマリクラスタとリモートクラスタのボリューム間に SnapMirror StrictSync 関
係を作成します。

4 SnapMirror 関係を初期化します。

Primary::> vol create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1_Primary_01 -size 10GB (volume cre-
ate)

[Job 81] Job succeeded: Successful

Remote::> vol create -vserver vs1_sync_dr -volume vol1 -aggregate aggr1_Remote_01
-size 10GB -type DP (volume create) 
[Job 81] Job succeeded: Successful

Remote::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path vs1_sync_dr:vol1 -policy 
StrictSync

Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1.

デスティネーションボリュームが、別の SnapMirror 関係のソースになっていないことを確認
します。

Remote::> snapmirror initialize -destination-path vs1_sync_dr:vol1 Operation is queued: 
snapmirror initialize of destination vs1_sync_dr:vol1.

何らかの理由でセカンダリストレージへの I/O が完了しない場合、アプリケーション I/O は失
敗し ( つまり、データ消失ゼロ )、同期レプリケーションは StrictSync モードで終了します。
これにより、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同一に保たれます。ボリュー
ムがプロトコルアクセスのためにフェンシングされているかどうか、およびこのフェンス設
定の所有者を確認できます。

Primary::*> volume show -fields is-protocol-access-fenced, protocol-access-fenced-by -volume 
vol1 vserver volume is-protocol-access-fenced protocol-access-fenced-by
------- ------ ------------------------- ----------------------------
vs1 vol1 true snapmirror_synchronous_strict_sync 
Primary::*> snapmirror update -destination-path vs1_sync_dr:vol1
Operation is queued: snapmirror update of destination " vs1_sync_dr:vol1".
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  3.12　セカンダリストレージシステム上のデスティネーションボリュームの表示

　

5 エクスポートされた Snapshot コピーをチェックするには、snapmirror showの
次のフィールドをチェックします。

6 Differentiated Services Code Point (DSCP) パケットヘッダー値を使用して、同期レ
プリケーショントラフィックに高い優先順位を割り当てることができます。

3.12 セカンダリストレージシステム上のデスティネーション
ボリュームの表示
読み取り専用の SM-S デスティネーションボリューム ( タイプ dp) を表示しているときに、ソースボ
リュームに加えられた変更がデスティネーションボリュームにすぐに反映されるとは限らず、後で反
映される場合もあります。この状況は、SM-S デスティネーションボリュームが、デフォルトで 6 時間
に 1 回のみ更新される、エクスポートされた 新の Snapshot コピーにリダイレクトされるときに発
生します。ただし、テスト / 検証の目的で、変更されたデータにデスティネーションからすぐにアクセ
スする場合は、SnapMirror 更新を手動で開始できます。

SM-S 関係によってエクスポート済み Snapshot コピーが更新される頻度は、SnapMirror ポリシーの -
common-snapshot-scheduleパラメータによって制御されます。-common-snapshot-schedule
パラメータは、 小 30 分、 大 24 時間に変更できます。このパラメータを変更すると、コントロー
ラのパフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。

Advanced 権限モードで snapmirror policy modifyコマンドを使用して、-common-snapshot-
scheduleパラメータを変更できます。

また、SM-S 関係に対して snapmirror updateコマンドを発行して、エクスポートされた Snapshot
コピーを必要に応じて更新することもできます。

Remote::> snapmirror show -fields exported-snapshot source-path destination-path exported- 
snapshot
-----------  ---------------- -----------------
vs1:vol1 vs1_sync_dr:vol1 snapmirror.2e09b182-b4c3-11e8-80c2- 
005056aca11e_2157376758.2018-09-10_034839

Primary::*> network qos-marking modify -ipspace Default -protocol SnapMirror-Sync -dscp 10 -is- 
enabled true
Primary::*> network qos-marking show
(A DSCP value of 10 indicates a relatively high priority)

Remote::> set advanced
Remote::*> snapmirror policy modify -vserver <dest_svm> -policy <sync_policy> -common-snapshot- 
schedule <schedule>

Remote::> snapmirror update -destination-path <destination_svm>:<dest_volume>
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  3.13　プライマリとリモートの間のネットワークの中断 ( レプリケーションの防止 ) と SnapMirror StrictSync 関係の動作の

　

3.13 プライマリとリモートの間のネットワークの中断 ( レプ
リケーションの防止 ) と SnapMirror StrictSync 関係の
動作の確認

1 クラスタ間の LIF を停止します。

2 SnapMirror StrictSync によって実行されるフェンス設定を確認します。

3 アプリケーションの動作を確認し、ソースを変更して、操作が失敗したことを確認
します。

Primary::> net int show -role intercluster 
(network interface show) 

              Logical            Status       Network          Current       Current Is
Vserver       Interface          Admin/Oper   Address/Mask     Node          Port    Home 
-----------   ------             ----------   -----------      ------------- ------- ---- 
Primary 
PrimaryNode1_inet4_intercluster1 up/up        10.236.130.76/20 PrimaryNode1   e0d    true 
PrimaryNode2_inet4_intercluster1 up/up        10.236.130.84/20 PrimaryNode2   e0d    true 
2 entries were displayed. 
Primary::> net int modify -vserver vs1 -lif PrimaryNode1_inet4_intercluster1 -status-admin down 
(network interface modify) 

Primary::> net int modify -vserver vs1 -lif PrimaryNode2_inet4_intercluster1 -status-admin down 
(network interface modify) 

Primary::> net int show -role intercluster 
(network interface show) 
            Logical              Status     Network            Current       Current Is 
Vserver     Interface            Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home 
----------- ----------           ---------- ------------------ ------------- ------- ---- 
Primary 
PrimaryNode1_inet4_intercluster1 down/down  10.236.130.76/20   PrimaryNode1   e0d    true 
PrimaryNode2_inet4_intercluster1 down/down  10.236.130.84/20   PrimaryNode2   e0d    true 
2 entries were displayed.

Primary::> cluster peer show 
Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability Authentication 
------------------------- ------------- -------------- -------------- 
Primary 1-80-000011 Unavailable ok 

Remote::*> vol show -vserver vs1 -volume vol1 -fields protocol-access-fenced-by,is-protocol- 
access-fenced
vserver volume is-protocol-access-fenced protocol-access-fenced-by
------- ------ ------------------------- --------------------------------
vs1 vol1 true snapmirror_synchronous_strict_sync

[root@client ~]# cd /root/mount
-bash: cd: /root/mount: Stale file handle 
[root@client ~]#

[root@client ~]# echo Test_strict_sync_application_behavior_when_replication_fails >
/root/mount/failure.foo
-bash: /root/mount/failure.foo: Remote I/O error

StrictSync モードでは、レプリケーションを実行できない場合、クライアントアプリケーショ
ンによるソースの読み取りまたは変更では、データ消失ゼロすなわち RPO ( 目標復旧時点 ) 0
を達成できないおそれがあります。
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  3.14　ソースとデスティネーション間のネットワークの中断 ( レプリケーションの防止 ) と SnapMirror Synchronous モード

　

3.14 ソースとデスティネーション間のネットワークの中断 (
レプリケーションの防止 ) と SnapMirror Synchronous
モードの動作の確認

1 ソースとデスティネーションの間のネットワークを中断するには、クラスター間 LIF
を停止します。

2 SM-S で実行されたフェンス設定を確認します。

Primary::> net int show -role intercluster 
(network interface show) 
Logical Status Network Current Current Is 
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home 
----------- ------ ---------- ----------- ------------- ------- ---- 
Primary 
PrimaryNode1_inet4_intercluster1 up/up 10.236.130.76/20 PrimaryNode1 e0d true 
PrimaryNode2_inet4_intercluster1 up/up 10.236.130.84/20 PrimaryNode2 e0d true 
2 entries were displayed. 
Primary::> net int modify -vserver vs1 -lif PrimaryNode1_inet4_intercluster1 -status-admin down 
(network interface modify) 

Primary::> net int modify -vserver vs1 -lif PrimaryNode2_inet4_intercluster1 -status-admin down 
(network interface modify) 

Primary::> net int show -role intercluster 
(network interface show) 
Logical Status Network Current Current Is 
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home 
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- 
Primary 
PrimaryNode1_inet4_intercluster1 down/down 10.236.130.76/20 PrimaryNode1 e0d true 
PrimaryNode2_inet4_intercluster1 down/down 10.236.130.84/20 PrimaryNode2 e0d true 
2 entries were displayed. 
Primary::> cluster peer show 
Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability Authentication 
------------------------- ------------- -------------- -------------- 
Primary 1-80-000011 Unavailable ok 

Primary::> snapmirror show Progress
Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
------- ---- ------------ ------- ----------- --------- ------- --------
vs1:vol1 XDP vs1_sync_dr:vol1 Snapmirrored OutofSync 0B false 09/11 02:23:05

Remote::*> vol show -vserver vs1 -volume vol1 -fields protocol-access-fenced-by,is-protocol- 
access-fenced
vserver volume is-protocol-access-fenced protocol-access-fenced-by
------- ------ ------------------------- --------------------------------
vs1 vol1 false -
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  3.14　ソースとデスティネーション間のネットワークの中断 ( レプリケーションの防止 ) と SnapMirror Synchronous モード

　

3 アプリケーションの動作を確認し、ソースを変更して、操作が成功したことを確認
します。
[root@client ~]# echo sync_behavior_during_network_outage > /root/mount/realxed_outage.foo 
[root@client ~]# more /root/mount/realxed_outage.foo
sync_behavior_during_network_outage

SM-S は Synchronous モードで設定されているため、ソースのクライアントアプリケーショ
ンの変更は失敗しません。ただし、デスティネーションボリュームへのレプリケーションは
行われず、RPO ( 目標復旧時点 ) を 0 にすることはできません。
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  3.15　プライマリデータセンターからセカンダリデータセンターへのフェイルオーバー

　

3.15 プライマリデータセンターからセカンダリデータセン
ターへのフェイルオーバー

SnapMirror 関係のソースボリュームが無効になった場合、ソースボリュームとデスティネーションボ
リューム間の SnapMirror 関係を永続的に終了する必要があります。

アプリケーションをフェイルオーバーするには、次の手順に従います。

1 snapmirror quiesceコマンドを実行します。
同期関係の休止は、再開コマンドが発行されるまで、セカンダリへの進行中の転送を中止または
停止します。クライアントの I/O の中断を避けるために、StrictSync 関係は、再開コマンドが発
行されるまで、Unhealthy とマークされた関係ステータスの Sync モードに切り替わります。確
認メッセージが表示され、RPO の妥協がないことが警告されます。関係が InSync である場合は、
静止操作によって共通の Snapshot コピーが作成され、再開操作中の RPO への影響が軽減され
ます。

2 SnapMirror ブレークを作成します。
ブレークは、ボリュームの同期保護を終了し、データ保護のデスティネーションボリュームを読
み取り / 書き込みに変換します。ミラー状態は Broken-Off と表示され、関係ステータスはソー
スで OutOfSync と表示され、デスティネーションでは Idle と表示されます。Broken-Off の関
係は、自動同期しません。

• ベストプラクティス
SnapMirror 関係を解除する前に停止します。

3 外部のサードパーティ製ツールを使用して、近くの DR サイトから遠くの DR サイ
トにログを再生します。

SnapMirror Synchronous abortコマンドにより、プライマリ I/O が中断されることがあ
ります。次の警告メッセージが表示されます。

Remote::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_sync_dr:vol1
Operation succeeded: snapmirror quiesce the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1.

Remote::> snapmirror break -destination-path vs1_sync_dr:vol1

3 拠点のデータセンターでのリカバリシナリオには、SnapMirror の静止と中断が含まれます。
• 遠くの災害復旧サイトの非同期データボリューム。
• 近くの災害復旧サイトの同期ログボリューム。

Warning: It is recommended to quiesce the relationship using the "snapmirror quiesce" command 
instead of aborting the SnapMirror Synchronous transfer. For relationships with a policy of 
type "strict-sync-mirror" this will fail client I/O on source volume if the status is InSync.
Do you want to continue? {y|n}:
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  3.16　フェイルオーバーとフェイルバック

　

3.16 フェイルオーバーとフェイルバック
フェイルオーバーとフェイルバックを実行するには、次の手順に従います。

1 snapmirror deleteコマンドを実行します。

• ベストプラクティス
SnapMirror 関係を削除する前に停止します。

2 snapmirror releaseコマンドを実行します。
snapmirror releaseコマンドは、ソースから関係情報を削除し、リソースのクリーンアップ
を実行します。StrictSync 関係の場合は、まず releaseでプライマリボリュームのフェンス設
定を解除し、プライマリで I/O の中断が発生しないようにします。 
共通の Snapshot コピーを保持する必要があります。したがって、snapmirror releaseコマ
ンドで -relationship-info-onlyパラメータを使用する必要があります。そうしないと、2
つのコピー間の同期関係を再確立できません。

• ベストプラクティス
解除するときに SnapMirror 転送が実行中でないことを確認します。

3 逆の関係を作成します。

Remote::> snapmirror delete -destination-path vs1_sync_dr:vol1
Operation succeeded: snapmirror delete the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1.

Primary::*> snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path vs1_sync_dr:vol1 
[Job 51] Job succeeded: SnapMirror Release Succeeded\

Primary::> snapmirror create -source-path vs1_sync_dr:vol1 -destination-path vs1:vol1 -policy 
StrictSync

Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1.
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  3.17　SnapMirror Synchronous 関係を StrictSync モードから Synchronous モードに変換する

　

4 snapmirror resyncコマンドを実行します。
snapmirror resyncコマンドを使用して再同期処理を実行するには、ソースボリュームとデ
スティネーションボリュームの間に共通の Snapshot コピーが存在する必要があります。再同期
処理では、共通の Snapshot コピー以降に行われた変更を含む新しい SnapMirror Snapshot コ
ピーが作成され、ボリューム間でこの変更のみがレプリケートされます。snapmirror resync
は snapmirror initializeに似ていますが、ベースライン転送がありません。各転送では、
クリーンアップの一環として前回の転送で作成された Snapshot コピーも削除されます。

5 SnapMirror のフェンス設定が無効になっているかどうかを確認します。

3.17 SnapMirror Synchronous 関係を StrictSync モードから
Synchronous モードに変換する

SnapMirror 関係を StrictSync から Synchronous に変換するには、(-relationship-info-onlyパ
ラメータを使用して ) 既存の SnapMirror 関係を停止、削除、および解除してから、目的のポリシータ
イプで新しい SnapMirror 関係を作成して再同期する必要があります。

Primary::> snapmirror resync -destination-path vs1:vol1 
Warning: All data newer than Snapshot copy snapmirror.3fd9730b-8192-11e2-9caa-
123478563412_2147484699.2013-02-28_1 10732 on volume vs1:vol1 will be deleted. 

Verify there is no XDP relationship whose source volume is 

" vs1:vol1". If such a relationship exists then you are creating an unsupported XDP to XDP cascade. 

Do you want to continue? {y|n}: y 
[Job 133] Job succeeded: SnapMirror Resync Transfer Queued 
Primary::> snapmirror show 
Progress 

Source Destination Mirror Relationship Total Last 
Path Type Path State Status   Progress  Healthy Updated 
------- ---- ------------ ------- ----------- --------- ------- -------- 
vs1:vol1 XDP vs1_sync_dr:vol1 Snapmirrored Finalizing 2.30KB false 09/11 02:03:22 
Primary::> snapmirror show 
Progress 

Source Destination Mirror Relationship Total Last 
Path Type Path State Status   Progress  Healthy Updated 
------- ---- ------------ ------- ----------- --------- ------- -------- 
vs1:vol1 XDP vs1_sync_dr:vol1 Snapmirrored InSync -  true - 

Autoresync はデスティネーションから起動され、5 回の試行で 5 分ごとに試行されて関係を
InSync に戻します。障害が続く場合、関係状態は Idle に移行し、関係が Unhealthy とマー
クされるため、手動による介入が必要になります。

Remote::*> vol show -vserver vs1 -volume vol1 -fields is-protocol-access-fenced 
vserver volume is-protocol-access-fenced 
------- ------ ------------------------- 
vs1      vol1    false 

snapmirror modifyコマンドを使用して、SnapMirror 関係属性を変更できます。
ただし、関係に対するポリシータイプの変換はサポートされていません。
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  3.17　SnapMirror Synchronous 関係を StrictSync モードから Synchronous モードに変換する

　

SnapMirror 関係を StrictSync から Synchronous に変換するには、次の手順に従います。

1 snapmirror quiesceコマンドを実行します。

2 snapmirror deleteコマンドを実行します。

3 -relationship-info-only trueオプションを指定して、snapmirror 
releaseコマンド実行します。

4 Synchronous モードの新しい SnapMirror 関係を作成します。

5 snapmirror resyncコマンドを実行します。

Remote::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_sync_dr:vol1 
Operation succeeded: snapmirror quiesce the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1. 
Remote::> snapmirror show 
 Progress 
Source        Destination       Mirror   Relationship Total               Last 
Path Type Path      State      Status             Progress Healthy  Updated 
------- ----  ------------      -------       -----------         --------- ------- -------- 
vs1:vol1 XDP  vs1_sync_dr:vol1  Snapmirrored  Quiesced                -       false     - 

Remote::> snapmirror delete -destination-path vs1_sync_dr:vol1 
Operation succeeded: snapmirror delete the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1. 

Remote::*> snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path vs1_dr:vol1 
[Job 52] Job succeeded: SnapMirror Release Succeeded 
Remote::*> snapmirror list-destinations 
This table is currently empty. 

Remote::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path vs1_dr:vol1 -policy Sync 
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1. 

Remote::> snapmirror show 
Progress 
Source         Destination      Mirror      Relationship Total           Last 
Path    Type   Path             State       Status           Progress Healthy Updated 
------- ----   ------------      -------     -----------       --------- ------- -------- 
vs1:vol1 XDP   vs1_sync_dr:vol1  Snapmirrored    Idle              -       false     - 
 
Remote::> snapmirror show -fields policy-type,policy 
source-path destination-path policy-type policy 
----------- ---------------- ------------------- ----------- 
vs1:vol1 vs1_sync_dr:vol1 sync-mirror Sync 

Remote::> snapmirror resync -destination-path vs1_sync_dr:vol1 

Warning: All data newer than Snapshot copy snapmirror.3fd9730b-8192-11e2-9caa-
123478563412_2147484699.2013-02-28_1 10732 on volume vs1_sync_dr:vol1 will be deleted. 

Verify there is no XDP relationship whose source volume is 
"vs1_sync_dr:vol1 ". If such a relationship exists then you are creating an unsupported XDP to XDP 
cascade. 

Do you want to continue? {y|n}: y 
[Job 133] Job succeeded: SnapMirror Resync Transfer Queued 
Remote::> snapmirror show 
Progress 

Source      Destination       Mirror    Relationship Total   Last 
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated 
------- ---- ------------         -------      ----------- --------- ------- -------- 
vs1:vol1 XDP vs1_sync_dr:vol1 Snapmirrored  Transferring 2.30KB false  09/11  02:18:43 
Remote::> snapmirror show 
Progress 

Source       Destination       Mirror     Relationship Total   Last 
Path Type Path State Status    Progress Healthy Updated 
------- ---- ------------ -       ------        ----------- --------- ------- -------- 
vs1:vol1 XDP vs1_sync_dr:vol1  Snapmirrored    InSync           -     true         - 
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3.18 非同期 SnapMirror 関係を同期に変換する

SnapMirror ポリシーを変更するだけでは、非同期の SnapMirror 関係を同期 ( その逆もまた同様です
) に変換することはできません。-relationship-info-only パラメータを使用して既存の
SnapMirror 関係を削除して解放してから、目的のポリシーで新しい関係を作成して再同期する必要が
あります。

1 非同期の SnapMirror 関係を作成し、ベースライン転送を実行します。

2 非同期の SnapMirror 関係の進行状況を表示します。

Primary::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path vs1_dr:vol1 -type XDP - 
policy MirrorAllSnapshots

Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1.

Primary::> snapmirror show 
Progress

Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
----------- ---- ----------- ------ ------------ --------- ------- --------
vs1:vol1 XDP vs1_dr:vol1 Uninitialized Idle - true -

Primary::> snapmirror show 
Progress

Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
----------- ---- ----------- ------ ------------ --------- ------- --------
vs1:vol1 XDP vs1_dr:vol1 Snapmirrored Finalizing 0B true 09/10 03:48:41

Primary::> snapmirror show 
Progress

Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
----------- ---- ----------- ------ ------------ --------- ------- --------
vs1:vol1 XDP vs1_dr:vol1 Snapmirrored Idle - true -

Primary::> snapmirror show -instance 
Source Path: vs1:vol1
Destination Path: vs1_dr:vol1 
Relationship Type: XDP 
Relationship Group Type: none 
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: async-mirror 
SnapMirror Policy: MirrorAllSnapshots 
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited 
Mirror State: Snapmirrored 
Relationship Status: Idle 
File Restore File Count: - 
File Restore File List: - 
Transfer Snapshot: - 
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Network Compression Ratio: - 
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.2e09b182-b4c3-11e8-80c2-005056aca11e_2157376758.2018-09-10_034839 
Newest Snapshot Timestamp: 09/10 03:48:39
Exported Snapshot: snapmirror.2e09b182-b4c3-11e8-80c2-005056aca11e_2157376758.2018-09-10_034839 
Exported Snapshot Timestamp: 09/10 03:48:39
Healthy: true 
Unhealthy Reason: -
Destination Volume Node: Primary
Relationship ID: d512efeb-b4cd-11e8-886b-005056ac1de0 
Current Operation ID: -
Transfer Type: - 
Transfer Error: - 
Current Throttle: -
Current Transfer Priority: - 
Last Transfer Type: update 
Last Transfer Error: -
Last Transfer Size: 94.03MB
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3 snapmirror deleteコマンドを実行して、非同期の SnapMirror 関係を削除しま
す。

4 snapmirror releaseコマンドを実行します。

5 新しい SnapMirror Strict Synchronous 関係を作成します。

Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1 
Last Transfer Duration: 0:0:15
Last Transfer From: vs1:vol1
Last Transfer End Timestamp: 09/10 03:48:56 
Progress Last Updated: -
Relationship Capability: 8.2 and above 
Lag Time: 0:0:48
Identity Preserve Vserver DR: - 
Volume MSIDs Preserved: -
Is Auto Expand Enabled: - 
Number of Successful Updates: 1 
Number of Failed Updates: 0 
Number of Successful Resyncs: 0 
Number of Failed Resyncs: 0 
Number of Successful Breaks: 0 
Number of Failed Breaks: 0 
Total Transfer Bytes: 98610000

Total Transfer Time in Seconds: 17

Primary::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
Operation succeeded: snapmirror delete the relationship with destination vs1_dr:vol1.

Remote::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path vs1_dr:vol1 
Operation succeeded: snapmirror release the relationship with destination vs1_dr:vol1.

Primary::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path vs1_dr:vol1 -policy StrictSync 
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1. 
Primary::> snapmirror show 
Progress 
Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
----------- ---- ----------- ------ ------------ --------- ------- --------
vs1:vol1 XDP vs1_dr:vol1 Snapmirrored Idle - true - 
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6 snapmirror resyncコマンドを実行します。
Primary::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
Warning: All data newer than Snapshot copy snapmirror.3fd9730b-8192-11e2-9caa- 
123478563412_2147484699.2013-02-28_1 10732 on volume vs1_dr:vol1 will be deleted.

Verify there is no XDP relationship whose source volume is

" vs1_dr:vol1". If such a relationship exists then you are creating an unsupported XDP to XDP cas-
cade.

Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 133] Job succeeded: SnapMirror Resync Transfer Queued 
Primary::> snapmirror show
Progress

Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
----------- ---- ----------- ------ ------------ --------- ------- --------
vs1:vol1 XDP vs1_dr:vol1 Snapmirrored Transferring 0B true 09/10 04:29:45 
Primary::> snapmirror show
Progress

Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
----------- ---- ----------- ------ ------------ --------- ------- --------
vs1:vol1 XDP vs1_dr:vol1 Snapmirrored InSync - true - 
Primary::> snapmirror show -destination-path vs1_dr:vol1
Source Path: vs1:vol1 
Destination Path: vs1_dr:vol1
Relationship Type: XDP
Relationship Group Type: none
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: strict-sync-mirror
SnapMirror Policy: StrictSync
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: InSync
File Restore File Count: -
File Restore File List: -
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Network Compression Ratio: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.2e09b182-b4c3-11e8-80c2-005056aca11e_2157376758.2018-09-10_060505
Newest Snapshot Timestamp: 09/10 06:05:05
Exported Snapshot: snapmirror.2e09b182-b4c3-11e8-80c2-005056aca11e_2157376758.2018-09-10_060505
Exported Snapshot Timestamp: 09/10 06:05:05
Healthy: true
Unhealthy Reason: -
Destination Volume Node: PrimaryNode1
Relationship ID: 96486a06-b4d3-11e8-886b-005056ac1de0
Current Operation ID: -
Transfer Type: -
Transfer Error: -
Current Throttle: -
Current Transfer Priority: -
Last Transfer Type: resync
Last Transfer Error: -
Last Transfer Size: 845.8KB
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
Last Transfer Duration: 0:1:17
Last Transfer From: vs1:vol1
Last Transfer End Timestamp: 09/10 04:31:02
Progress Last Updated: -
Relationship Capability: 8.2 and above
Lag Time: 0:0:0
Identity Preserve Vserver DR: -
Volume MSIDs Preserved: -
Is Auto Expand Enabled: -
Number of Successful Updates: 3
Number of Failed Updates: 0
Number of Successful Resyncs: 1
Number of Failed Resyncs: 0
Number of Successful Breaks: 0
Number of Failed Breaks: 0
Total Transfer Bytes: 868498

Total Transfer Time in Seconds: 77
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3.19 同期 SnapMirror 関係を非同期に変換する

SM-S 関係を非同期に変換するには、以下のステップに従います。

1 snapmirror quiesceコマンドを実行します。

2 snapmirror deleteコマンドを実行します。

3 snapmirror releaseコマンドを実行します。

4 snapmirror createコマンドを実行して、新しい非同期 SnapMirror 関係を作成
します。

5 snapmirror resyncコマンドを実行して、新しく作成した非同期関係を再同期し
ます。

Remote::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1 
Operation succeeded: snapmirror quiesce the relationship with destination vs1_dr:vol1. 
Remote::> snapmirror show 
Progress Mirror Relationship Total Last 
Source Destination 
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated 
------- ---- ------------ ------- ----------- --------- ------- -------- 
vs1:vol1 XDP vs1_dr:vol1 Snapmirrored Quiesced - false - 

Remote::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1 
Operation succeeded: snapmirror delete the relationship with destination vs1_dr:vol1. 

Primary::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path vs1_dr:vol1 
Operation succeeded: snapmirror release the relationship with destination vs1_dr:vol1. 

デフォルトのリリースオペレーション (relationship-info-onlyパラメータを true に設
定しない ) では、この関係によって作成された Snapshot コピーが削除されます。このオプ
ションでは、これらのボリュームに対して作成された新しい関係の再同期操作はできません。

Remote::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path vs1_dr:vol1 -policy 
MirrorAllSnapshots 
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination vs1_sync_dr:vol1. 

Remote::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1 
Warning: All data newer than Snapshot copy snapmirror.3fd9730b-8192-11e2-9caa-
123478563412_2147484699.2013-02-28_1 10732 on volume vs1_dr:vol1 will be deleted. 

Verify there is no XDP relationship whose source volume is 

" vs1_dr:vol1". If such a relationship exists then you are creating an unsupported XDP to XDP 
cascade. 

Do you want to continue? {y|n}: y 
[Job 133] Job succeeded: SnapMirror Resync Transfer Queued 
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3.20 再同期の反転
逆方向の関係を確立するには、以下の手順で行います。

1 削除する前に、既存の関係を休止します。

2 既存の関係を削除します。

3 既存の関係を解放しますが、共通の Snapshot コピーは保持します。

Remote::*> snapmirror quiesce -destination-path cnodes1_vs1:dstvol_1
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination "cnodes1_vs1:dstvol_1".

Remote::*> snapmirror show
progress

Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
----------- ---- ----------- ------ ------------ --------- ------- --------
cnodes0_vs1:srcvol_1 XDP cnodes1_vs1:dstvol_1 Snapmirrored Quiesced - false -
cnodes0_vs1:srcvol_2 XDP cnodes1_vs1:dstvol_2 Snapmirrored Insync - true -
2 entries were displayed.

Remote::*> snapmirror quiesce -destination-path cnodes1_vs1:dstvol_2
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination "cnodes1_vs1:dstvol_2".

Remote::*> snapmirror show
progress

Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
----------- ---- ----------- ------ ------------ --------- ------- --------
cnodes0_vs1:srcvol_1 XDP cnodes1_vs1:dstvol_1 Snapmirrored Quiesced - false -
cnodes0_vs1:srcvol_2 XDP cnodes1_vs1:dstvol_2 Snapmirrored Quiesced - false -
2 entries were displayed.

Remote::*> snapmirror delete -destination-path cnodes1_vs1:dstvol_1
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with destination 
"cnodes1_vs1:dstvol_1".

Remote::*> snapmirror delete -destination-path cnodes1_vs1:dstvol_2
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with destination 
"cnodes1_vs1:dstvol_2".

Remote::*> snapmirror show
This table is currently empty.

Remote::*> snapmirror release -destination-path cnodes1_vs1:dstvol_1 -relationship-info-only 
true [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Release Succeeded

Primary::*> snapmirror release -destination-path cnodes1_vs1:dstvol_2 -relationship-info-
only true [Job 61] Job succeeded: SnapMirror Release Succeeded
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4 逆の関係を作成します。

5 関係を再同期します。

Primary::*> snapmirror create -source-path cnodes1_vs1:dstvol_1 -destination-path 
cnodes0_vs1:srcvol_1 -policy StrictSync

Warning: You are creating SnapMirror relationship with a policy of type
"strict-sync-mirror" that only supports all LUN based applications
with FCP and iSCSI protocols, as well as NFSv3 protocol for enterprise
applications such as databases, VMWare, etc.

Warning: For a SnapMirror relationship with a policy of type
"strict-sync-mirror", client I/O will fail in order to maintain strict
synchronization when the secondary iz inaccessible.

Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with destination 
"cnodes0_vs1:srcvol_1"

Primary::*> snapmirror create -source-path cnodes1_vs1:dstvol_2 -destination-path 
cnodes0_vs1:srcvol_2  -policy Sync 
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with destination 
"cnodes0_vs1:srcvol_2"

Warning: You are creating SnapMirror relationship with a policy of type
"sync-mirror" that only supports all LUN based applications with FCP 
and iSCSI protocols, as, well as NFSv3 protocol for enterprise
application such as databases, VMWare, etc.

Primary::*> snapmirror resync -destination-path cnodes0_vs1:srcvol_1

Warning: All data newer than Snapshot copy
snapmirror. 3811aa03-d894-11e8-aef9-00a0985a6a80_2147894256.2018-10-26_0
22311 on volume cnodes0_vs1:srcvol_1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y
Operation is queued: initiate snapmirror resync to destination "cnodes0_vs1:srcvol_1".

Primary::*> snapmirror resync -destination-path cnodes0_vs1:srcvol_2

Warning: All data newer than Snapshot copy
snapmirror. 3811aa03-d894-11e8-aef9-00a0985a6a80_2147894257.2018-10-26_0
22839 on volume cnodes0_vs1:srcvol_2 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y
Operation is queued: initiate snapmirror resync to destination "cnodes0_vs1:srcvol_2".
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3.21 ミラーステータスと関係ステータス
ベースライン転送が完了し、関係ステータスが Snapmirrored に変更されるまで、SnapMirror 関係の
ミラーステータスは Uninitialized のままです。デスティネーションボリュームはミラーのステータス
を示し、ソースボリュームは関係のステータスを示します。

表 3.5 ミラーのステータスと関係のステータス

操作 ミラー
ステータス

関係
ステータス

正常 自動同期有効

新しい SnapMirror 関係の作成 Uninitialized Idle はい いいえ

初期化 - ベースラインフェーズ Uninitialized Transferring はい いいえ

初期化 - ベースラインの障害 Uninitialized Idle いいえ いいえ

初期化 - ベースライン正常終了
- バックツーバック非同期転送
フェーズ

Snapmirrored Transferring はい はい

初期化 - バックツーバック非同期
転送の失敗

Snapmirrored OutOfSync いいえ はい

初期化 / 再同期 - バックツーバッ
ク転送成功 - 移行フェーズ

Snapmirrored Transitioning はい はい

初期化 / 再同期 - 移行の失敗 Snapmirrored OutOfSync いいえ はい

初期化 / 再同期 - 正常に移行 Snapmirrored InSync はい はい

同期レプリケーションの失敗 - 自
動同期が有効

Snapmirrored OutOfSync いいえ はい

同期レプリケーションの失敗 - 自
動同期が停止

Snapmirrored Idle いいえ いいえ

休止 - 転送中 Snapmirrored Quiescing はい いいえ

休止 - 進行中の転送エラー Snapmirrored Quiesced いいえ ( 後の
転送に失敗 )

いいえ

休止 - 進行中の転送が完了 Snapmirrored Quiesced いいえ ( スケ
ジュールの遅れ
)

いいえ

レジューム Snapmirrored Idle はい / いいえ いいえ

ブレーク - 成功 Broken-Off Idle はい いいえ

ブレーク - 失敗 Snapmirrored Idle いいえ いいえ

再同期 - 非同期再同期の失敗 Broken-Off Idle いいえ いいえ

再同期 - 非同期再同期が成功
– バックツーバック非同期転送
フェーズ

Snapmirrored Transferring はい はい
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SnapMirror Synchronous およびストレージ
効率 
SM-S はネットワーク上のストレージ効率を維持しません。ただし、プライマリストレージシステムと
セカンダリストレージシステムの両方に保存されているデータのストレージ効率は維持されます。
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以前の ONTAP バージョンに戻す
SM-S 関係が設定されている場合は、ONTAP を以前のバージョンに戻す前に、次の操作を実行する必
要があります。

1 ソースで SM-S 関係を解放します。

2 デスティネーションで SM-S 関係を破棄して削除します。

3 以前のバージョンの ONTAP に戻す前に、新しく作成した SM-S ポリシーがすべて削
除されていることを確認します。

ONTAP ソフトウェアを以前のバージョンに戻す場合は、新しい ONTAP バージョンで導入された一
部の機能が、古いバージョンではサポートされていないことに注意してください。
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パフォーマンス
データ消失がビジネスで許容できないものである場合は、SM-S を検討する必要があります。他のゼロ
RPO ソリューションと同様に、SM-S は保護対象のアプリケーションのレイテンシも増加させます。
SM-S で保護されたワークロードのレイテンシ / パフォーマンスに影響を与える要因には、ネットワー
ク RTT、ストレージプラットフォーム、変更操作の割合、アプリケーションの I/O プロファイル、デー
タ量、および一般的な Snapshot コピーの頻度があります。
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トラブルシューティング
7.1 SnapMirror 関係が OutOfSync になる原因となる操作

7.1.1 正常でないクラスタピアリング

次のいずれかの状況では、SnapMirror 関係は永続的な障害状態になります。

• クラスタピアが利用できない場合
• 5 回の自動同期の試行後にソースクラスタとデスティネーションクラスタに到達できない場合
• ソースクラスタとデスティネーションクラスタの間でネットワークの輻輳が発生している場合
C2_sti97-vsim-ucs542k_cluster::> snapmirror show -fields state, status, health, last-transfer- 
error
source-path destination-path state status healthy last-transfer-error
----------- ---------------- ------------ ------------ ------- --------------------------
vs0:Vol1 vs1:Vol1 Snapmirrored Transferring false Prechecks on source volume failed. (CSM: A get- 
session operation failed because no (local) transport address was registered for the node.) 
vs0:Vol2 vs1:Vol2 Snapmirrored Transferring false Prechecks on source volume failed. (CSM: A get- 
session operation failed because no (local) transport address was registered for the node.) 
vs0:Vol3 vs1:Vol3 Snapmirrored Transferring false Prechecks on source volume failed. (CSM: A get- 
session operation failed because no (local) transport address was registered for the node.) 
vs0:Vol4 vs1:Vol4 Snapmirrored Transferring false Prechecks on source volume failed. (CSM: A get- 
session operation failed because no (local) transport address was registered for the node.)
4 entries were displayed.

sti97-vsim-ucs542k% tail -f /mroot/etc/log/snapmirror_audit
Wed Oct 24 05:00:03 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 05:00:03]:21adcfb5-d755-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=72a3c715-173b-40b5-9c2c-f20f1a68dd1d Group=none Operation-Cookie=0 action=Start 
source=vs0:Vol4 destination=vs1:Vol4
Wed Oct 24 05:00:03 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 05:00:03]:633eeb95-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=8d673383-c9ab-4efe-9296-09e935ebf1e8 Group=none Operation-Cookie=0 action=Start 
source=vs0:Vol2 destination=vs1:Vol2
Wed Oct 24 05:01:03 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 05:00:03]:633eeb95-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=8d673383-c9ab-4efe-9296-09e935ebf1e8 Group=none Operation-Cookie=0 action=Defer 
source=vs0:Vol2 destination=vs1:Vol2 status=Failure message=Prechecks on source volume failed.(CSM: 
Connection aborted.)
Wed Oct 24 05:01:03 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 05:00:03]:21adcfb5-d755-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=72a3c715-173b-40b5-9c2c-f20f1a68dd1d Group=none Operation-Cookie=0 action=Defer 
source=vs0:Vol4 destination=vs1:Vol4 status=Failure message=Prechecks on source volume failed.(CSM: 
Connection aborted.)
Wed Oct 24 05:01:03 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 05:00:03]:79919e97-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7
Operation-Uuid=58b86c96-48bf-4f05-b211-d0b49132d687 Group=none Operation-Cookie=0 action=Defer 
source=vs0:Vol3 destination=vs1:Vol3 status=Failure message=Prechecks on source volume failed.(CSM: 
Connection aborted.)
Wed Oct 24 05:01:03 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 05:00:03]:7542a8ff-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=29ae8a4e-110f-4e00-80e6-c1236cf20166 Group=none Operation-Cookie=0 action=Defer 
source=vs0:Vol1 destination=vs1:Vol1 status=Failure message=Prechecks on source volume failed.(CSM: 
Connection aborted.)

1_sti97-vsim-ucs542i_cluster::> cluster peer show
Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
C2_sti97-vsim-ucs542k_cluster 1-80-000011 Partial ok

C1_sti97-vsim-ucs542i_cluster::> cluster peer show
Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
C2_sti97-vsim-ucs542k_cluster 1-80-000011 Unavailable ok
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■ 解決策
自動再同期が完了して関係のステータスが InSync に戻るまで待ちます。

7.1.2 無停止でのオペレーション

ストレージフェイルオーバー (SFO) やアグリゲートの再配置 (ARL) などの無停止操作 (NDO) により、
クラスタ内のあるノードから別のノードにアグリゲートを再配置できます。ボリュームの移動を使用
すると、各ノードのパフォーマンスへの影響レベルを引き下げ、アグリゲート全体にわたって無停止
でボリュームを移動できます。

通常、NDO 操作のカットオーバーフェーズでは、ソースからデスティネーションへの 終レプリケー
ションが行われている短時間の間、クライアントアクセスが一時的にブロックされます。アイデンティ
ティスワップにより、デスティネーションがソースロケーションに変更されます。システムは、新し
いソースロケーションへのクライアントトラフィックのルーティングを開始し、クライアントアクセ
スを再開して、古いデータロケーションを廃棄します。ただし、データを同期的にレプリケートして
いるボリュームでボリューム移動を実行すると、RPO ( 目標復旧時点 ) は 0 になります。したがって、
このカットオーバーフェーズでは、クライアントの I/O の中断やアプリケーションの障害を回避するた
めに、StrictSync モードから Sync モードへの自動変換が行われます。SFO または ARL の場合は、アプ
リケーションの I/O エラーを回避するために、StrictSync から Sync への変換を選択するように警告が
表示されます。
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C2_sti97-vsim-ucs542k_cluster::> snapmirror show 
Progress

Source Destination Mirror Relationship Total Last 
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- ------- --------
vs0:Vol1 XDP vs1:Vol1 Snapmirrored InSync - true - 
vs0:Vol2 XDP vs1:Vol2 Snapmirrored InSync - true - 
vs0:Vol3 XDP vs1:Vol3 Snapmirrored InSync - true - 
vs0:Vol4 XDP vs1:Vol4 Snapmirrored InSync - true -
C1_sti97-vsim-ucs542i_cluster::> volume move start -volume Vol1 -destination-aggregate 
sti97_vsim_ucs542j_aggr1
Warning: Volume "Vol1" in Vserver "vs0" is currently part of a SnapMirror 
Synchronous relationship with a policy of type "strict-sync-mirror". A 
volume move operation will fail the zero RPO protection. To prevent 
primary IO failure, this relationship will behave as if had a policy
of type "sync-mirror" from the beginning of volume move cutover until 
the volume move completes and the relationship status is "InSync".

Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 48] Job is queued: Move "Vol1" in Vserver "vs0" to aggregate "sti97_vsim_ucs542j_aggr1". Use 
the "volume move show -vserver vs0 -volume Vol1" command to view the status of this operation.
C1_sti97-vsim-ucs542i_cluster::> volume move show
Vserver Volume State Move Phase Percent-Complete Time-To-Complete
--------- ---------- -------- ---------- ---------------- ----------------
vs0 Vol1 healthy replicating
- -
C1_sti97-vsim-ucs542i_cluster::> volume move show
Vserver Volume State Move Phase Percent-Complete Time-To-Complete
--------- ---------- -------- ---------- ---------------- ----------------
vs0 Vol1 healthy replicating 
75% Wed Oct 24 06:16:04 2018

C1_sti97-vsim-ucs542i_cluster::> volume move show -instance
Vserver Name: vs0 
Volume Name: Vol1
Actual Completion Time: - 
Bytes Remaining: 148KB
Destination Aggregate: sti97_vsim_ucs542j_aggr1

Detailed Status: Volume move job locking down volumes for final transfer - This where mutual 
exclusive comes in and relation goes OutofSync.
Estimated Time of Completion: Wed Oct 24 06:16:55 2018 
Managing Node: sti97-vsim-ucs542i
Percentage Complete: 98% 
Move Phase: replicating
Estimated Remaining Duration: 00:00:30
Replication Throughput: 8KB/s 
Duration of Move: 00:01:03
Source Aggregate: sti97_vsim_ucs542i_aggr1 
Start Time of Move: Wed Oct 24 06:15:22 2018 
Move State: healthy
Is Source Volume Encrypted: false 
Encryption Key ID of Source Volume:
Is Destination Volume Encrypted: false 

Encryption Key ID of Destination Volume:
C2_sti97-vsim-ucs542k_cluster::> snapmirror show -fields state, status, health, last-transfer- 
error
source-path destination-path state status healthy last-transfer-error
----------- ---------------- ------------ --------- ------- -------------------
vs0:Vol1 vs1:Vol1 Snapmirrored OutOfSync false - 
vs0:Vol2 vs1:Vol2 Snapmirrored InSync true - 
vs0:Vol3 vs1:Vol3 Snapmirrored InSync true - 
vs0:Vol4 vs1:Vol4 Snapmirrored InSync true -
4 entries were displayed.
C2_sti97-vsim-ucs542k_cluster::> snapmirror show -fields state, status, health, last-transfer- 
error
source-path destination-path state status healthy last-transfer-error
----------- ---------------- ------------ ------------ ------- -------------------
vs0:Vol1 vs1:Vol1 Snapmirrored Transferring false - 
vs0:Vol2 vs1:Vol2 Snapmirrored InSync true - 
vs0:Vol3 vs1:Vol3 Snapmirrored InSync true - 
vs0:Vol4 vs1:Vol4 Snapmirrored InSync true -
4 entries were displayed.
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■ 解決策
NDO イベント後の自動再同期または手動再同期は、ステータスが InSync の SnapMirror 関係を回復す
るのに役立ちます。

7.1.3 アグリゲートまたはボリュームがオフラインになる

プライマリボリュームまたはアグリゲートがオフラインになると、デスティネーションボリュームで
次のイベントが発生します。

ソースボリュームがオフラインであるために I/O が発生しなかった場合、対応するイベントがソースボ
リュームで発生します。

監査ログエントリーでは、デスティネーションでのレプリケーションの失敗を確認します。

C2_sti97-vsim-ucs542k_cluster::>  tail -f /mroot/etc/log/snapmirror_audit

Wed Oct 24 06:15:42 EDT 2018 InSyncTransfer[Oct 24 05:21:03]:7542a8ff-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid= Group=none Operation-Cookie=0 action=Info Transfer failed..
Wed Oct 24 06:16:02 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 06:16:02]:7542a8ff-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=d34d8b85-9017-405e-a4e5-830258937d64 Group=none Operation-Cookie=0 action=Start 
source=vs0:Vol1 destination=vs1:Vol1
Wed Oct 24 06:16:02 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 06:16:02]:7542a8ff-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=d34d8b85-9017-405e-a4e5-830258937d64 Group=none Operation-Cookie=0 action=Defer 
source=vs0:Vol1 destination=vs1:Vol1 status=Failure message=Prechecks on source volume 
failed.(Volume move of the source volume is in progress.)
Wed Oct 24 06:17:05 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 06:16:02]:7542a8ff-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=d34d8b85-9017-405e-a4e5-830258937d64 Group=none Operation-Cookie=0 action=Defer 
source=vs0:Vol1 destination=vs1:Vol1 status=Failure message=Prechecks on source volume 
failed.(Volume move of the source volume is in progress.)
Wed Oct 24 06:18:08 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 06:16:02]:7542a8ff-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=d34d8b85-9017-405e-a4e5-830258937d64 Group=none Operation-Cookie=0 action=Defer 
source=vs0:Vol1 destination=vs1:Vol1 status=Failure message=Prechecks on source volume 
failed.(Volume move of the source volume is in progress.)
Wed Oct 24 06:19:11 EDT 2018 ResyncTransfer[Oct 24 06:16:02]:7542a8ff-d754-11e8-85a7-005056a7ecc7 
Operation-Uuid=d34d8b85-9017-405e-a4e5-830258937d64 Group=none Operation-Cookie=0 action=Defer 
source=vs0:Vol1 destination=vs1:Vol1 status=Failure message=Prechecks on source volume 
failed.(Failed to get volume attributes for 8589e0de-d74e-11e8-8e4e-005056a73476:Vol1.(Volume is 
not known or has been moved))

C2_stiA800-245_cluster::*> event log show -event *sms* 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
10/24/2018 01:42:29 stiA800-245 ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "vs0:ssm_c1n1vs0src1" 
and destination volume "vs1:ssm_c2n1vs1dst1" with relationship UUID "15f584d5-d67f-11e8-95f2- 
00a098b9251d" is in "out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed.".

C1_stiA800-243_cluster::*> event log show -event *sms* 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
10/24/2018 01:42:29 stiA800-243 ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "e9d4bab4-cd8e-11e8- 
96ae-00a098ba7d2b:ssm_c1n1vs0src1" and destination volume "df811f1b-cd8e-11e8-b2c3- 
00a098b9251d:ssm_c2n1vs1dst1" with relationship UUID "15f584d5-d67f-11e8-95f2-00a098b9251d" is in 
"out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed.(Job initiated abort(Refer to 
the corresponding sms.status.out.of.sync EMS generated on the SnapMirror destination cluster for 
more details on the OutOfSync reason. If the SnapMirror destination does not generate an OutOfSync 
EMS this could be a transient failure during a resync operation.))".
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ボリュームがオフラインになったときに I/O 書き込みが進行中であった場合、対応するイベントがソー
スボリュームで発生します。

セカンダリボリュームまたはアグリゲートがオフラインになると、デスティネーションで次のイベン
トが発生します。

対応するイベントがソースボリュームで発生します。

■ 考えられる原因
次のコマンドを実行して、ソースとデスティネーションの両方でボリュームとアグリゲートのステー
タスをチェックします。

次のコマンドを実行して、障害発生時にソースボリュームをオフラインにしたイベントがトリガーさ
れたかどうかを確認します。

■ 解決策

1 次のコマンドを使用して、ボリュームまたはアグリゲートをオンラインにします。

sti8080-447-0011536251499::> event log show -event sms* 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
10/24/2018 01:47:45 stiA800-243ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "alias1:SE_PriVol1" and 
destination volume "vs0:SE_PriVol1_dst" with relationship UUID "c08c0250-c34e-11e8-b009-
00a0986102e7" is in "out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed.(Granular 
Sync Op encountered a failure while performing Quick Reconciliation.)".

C2_stiA800-245_cluster::*> event log show -event *sms* 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
10/24/2018 01:38:19 stiA800-245 ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "vs0:ssm_c1n1vs0src1" 
and destination volume "vs1:ssm_c2n1vs1dst1" with relationship UUID "15f584d5-d67f-11e8-95f2- 
00a098b9251d" is in "out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed.(Job 
initiated abort)".

C1_stiA800-243_cluster::*> event log show -event *sms* 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
10/24/2018 01:38:24 stiA800-243 ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "e9d4bab4-cd8e-11e8- 
96ae-00a098ba7d2b:ssm_c1n1vs0src1" and destination volume "df811f1b-cd8e-11e8-b2c3- 
00a098b9251d:ssm_c2n1vs1dst1" with relationship UUID "15f584d5-d67f-11e8-95f2-00a098b9251d" is in 
"out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed.(The destination replication 
engine could not be reached by the source(Refer to the corresponding sms.status.out.of.sync EMS 
generated on the SnapMirror destination cluster for more details on the OutOfSync reason. If the 
SnapMirror destination does not generate an OutOfSync EMS this could be a transient failure during 
a resync operation.))".

volume show 
aggregate show

C1_stiA800-243_cluster::*> event log show -event *offline*
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
9/9/2018 13:02:18 sti8060-htp-001  INFORMATIONAL wafl.vvol.offline: Volume 
'sm_c1n1vs0src1@vserver:d3bcb7ee-b1f5-11e8-a547-00a098540637' has been set temporarily offline

volume online <volume name> -vserver <vserver name> 
aggregate online <aggregate name>
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2 自動再同期が完了して関係のステータスが InSync に戻るまで待ちます。

3 ソースボリュームで wafliron が実行されたために autoresync の試行が失敗すると、
次のエラーメッセージが表示されます。

4 wafliron がデスティネーションボリュームで実行された場合は、次のエラーメッ
セージが表示されます。

5 SnapMirror Checker ツールを実行して整合性を確認します。

6 手動で再同期を実行します。

7.1.4 ボリュームまたはアグリゲートのスペースが不足している

デスティネーションボリュームに十分な容量がない場合は、次のイベントが発生します。

プライマリボリュームまたはアグリゲートの領域が不足している場合は、対応するソースイベントが
発生します。

セカンダリボリュームまたはアグリゲートの領域が不足すると、対応するソースイベントが発生しま
す。

cluster-2::*> sn show -fields last-transfer-error 
source-path destination-path last-transfer-error
----------- ---------------- --------- --------------------------------------------------------
vs1:vol3 vs2:vol3 Prechecks on source volume failed. (Wafliron has fixed inconsistencies on the 
volume. Run "snapmirror resync". Ensure that snapmirror checker tool is run on the common snapshots.)

cluster-1::*> snapmirror show -fields status,last-transfer-error 
source-path destination-path status last-transfer-error
----------- ---------------- --------- --------------------------------------------------------
vs1:srcvol vs1:dstvol OutOfSync Destination vs1:dstvol must be a data-protection volume.

C2_stiA800-245_cluster::*> event log show -event *sms* 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
10/24/2018 01:42:29 stiA800-245 ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "vs0:ssm_c1n1vs0src1" 
and destination volume "vs1:ssm_c2n1vs1dst1" with relationship UUID "15f584d5-d67f-11e8-95f2- 
00a098b9251d" is in "out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed.".

C1_stiA800-243_cluster::*> event log show -event *sms* 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
10/24/2018 01:42:29 stiA800-243 ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "e9d4bab4-cd8e-11e8- 
96ae-00a098ba7d2b:ssm_c1n1vs0src1" and destination volume "df811f1b-cd8e-11e8-b2c3- 
00a098b9251d:ssm_c2n1vs1dst1" with relationship UUID "15f584d5-d67f-11e8-95f2-00a098b9251d" is in 
"out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed.(Granular Sync Op encountered a 
failure while performing Quick Reconciliation.)".

C1_stiA800-243_cluster::*> event log show -event *sms* 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
10/24/2018 01:42:29 stiA800-243 ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "e9d4bab4-cd8e-11e8- 
96ae-00a098ba7d2b:ssm_c1n1vs0src1" and destination volume "df811f1b-cd8e-11e8-b2c3- 
00a098b9251d:ssm_c2n1vs1dst1" with relationship UUID "15f584d5-d67f-11e8-95f2-00a098b9251d" is in 
"out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed.(Granular Sync failed to 
replicate Op to Secondary.)".
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■ 考えられる原因
プライマリボリュームまたはアグリゲートの領域が不足すると、プライマリへの I/O 書き込みは失敗
し、クイック調整はセカンダリボリュームからの読み取りとプライマリボリュームへの書き込みを試
みます。ただし、クイック調整は失敗する場合があります。

セカンダリボリュームまたはアグリゲートの領域が不足すると、セカンダリへの書き込みに失敗する
ことがあります。

次のコマンドを実行して、ボリュームまたはアグリゲートのサイズとその可用性を確認します。

■ 解決策

1 次のコマンドを実行して、ボリュームのサイズを増やします。

2 必要に応じて、次のコマンドを実行して、アグリゲートにドライブを追加します。

3 autoresync が SnapMirror 関係をステータス InSync に回復するまで待ちます。

7.1.5 SnapMirror の中止

snapmirror abort操作が実行されると、Event Management System (EMS)通知がソースクラスタ
に表示されます。

volume show 
aggregate show

volume size -volume <volume name> -vserver <vserver name> -newsize <size>

Aggregate -adddisk -aggregate <aggregate name> diskcount <number>

C1_stiA800-243_cluster::*> event log show -event *sms* 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
10/25/2018 07:44:23 stiA800-243 ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "e9d4bab4-cd8e-11e8- 
96ae-00a098ba7d2b:SE_PriVol1" and destination volume "df811f1b-cd8e-11e8-b2c3- 
00a098b9251d:SE_PriVol1_dst" with relationship UUID "cb1b3a18-d831-11e8-b165-00a098ba7cef" is in 
"out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed.(Job initiated abort(Refer to 
the corresponding sms.status.out.of.sync EMS generated on the SnapMirror destination cluster for 
more details on the OutOfSync reason. If the SnapMirror destination does not generate an OutOfSync 
EMS this could be a transient failure during a resync operation.))".
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snapmirror show-historyコマンドを実行して、snapmirror abort操作が試行されたことを確
認します。

■ 解決策
自動再同期または手動再同期は、SnapMirror 関係をステータス InSync に復元するのに役立ちます。

7.2 再同期の失敗

7.2.1 再同期に時間がかかるため、移行基準を満たすことができない

自動再同期または手動再同期が失敗し、snapmirror showの出力にエラーが表示されます。

デスティネーションの snapmirror_audit log (/mroot/etc/logで入手可能 ) から各再同期期間
を確認します。

C2_stiA800-245_cluster::*> snapmirror show-history -destination-path vs1:SE_PriVol3_dst Destination 
Source Start End
Path Path Operation Time Time Result
----------- ----------- --------- ----------- ----------- -------
vs1:SE_PriVol3_dst vs0:SE_PriVol3 scheduled-update 10/25/2018 07:05:00 10/25/2018 07:23:32 success
vs1:SE_PriVol3_dst vs0:SE_PriVol3 automatic-resync 10/25/2018 06:23:00 10/25/2018 07:03:28 success
vs1:SE_PriVol3_dst vs0:SE_PriVol3 automatic-resync 10/25/2018 03:00:00 10/25/2018 06:22:17 failure
vs1:SE_PriVol3_dst vs0:SE_PriVol3 automatic-resync 10/25/2018 02:17:00 10/25/2018 02:59:58 failure
vs1:SE_PriVol3_dst vs0:SE_PriVol3 abort 10/25/2018 02:55:48 10/25/2018 02:55:48 success 
vs1:SE_PriVol3_dst vs0:SE_PriVol3 quiesce 10/25/2018 02:55:28 10/25/2018 02:55:28 failure 
vs1:SE_PriVol3_dst vs0:SE_PriVol3 initialize 12/31/1969 19:00:00 10/25/2018 02:11:45 success 
vs1:SE_PriVol3_dst vs0:SE_PriVol3 create 10/25/2018 02:11:43 10/25/2018 02:11:43 success

path,type,state,status,last-transfer-error
source-path destination-path type policy state status last-transfer-error
----------- ---------------- ---- -------- ------------ ------ --------------
vs0:vol2 vs1:vol2 XDP StrictSync Snapmirrored OutOfSync Failed to transition SnapMirror 
Synchronous relationship "vs1:vol2" into InSync. Reason: Asynchronous transfers are consistently 
above acceptable duration threshold making transition to InSync unsuitable.

Thu Jun 28 06:37:30 EDT 2018 ResyncTransfer[Jun 28 06:29:24]:d7800405-74b9-11e8-8288-00a0985f663d
Operation-Uuid=bd49c7d7-6f62-4efa-96d3-c4bc1c02ebf6 Group=none Operation-Cookie=0 
action=Transfer_snapshots (1 of 1 log entries): snapmirror.cc42a2cd-65ca-11e8-bbaa- 
00a0985f663d_2161757991.2018-06-28_063728
Thu Jun 28 06:37:59 EDT 2018 ResyncTransfer[Jun 28 06:29:24]:d7800405-74b9-11e8-8288-00a0985f663d
Operation-Uuid=bd49c7d7-6f62-4efa-96d3-c4bc1c02ebf6 Group=none Operation-Cookie=0 action=Info 
Autoresync B2B Transfer: dest: vs1:vol2. Total: 19, low: 0, high: 19, duration: 3601
Thu Jun 28 06:38:02 EDT 2018 ResyncTransfer[Jun 28 06:29:24]:d7800405-74b9-11e8-8288-00a0985f663d
Operation-Uuid=bd49c7d7-6f62-4efa-96d3-c4bc1c02ebf6 Group=none Operation-Cookie=0 action=Info 
sm_rpm_snaplist_delete([86]): Snapshot snapmirror.cc42a2cd-65ca-11e8-bbaa- 
00a0985f663d_2161757991.2018-06-28_063643 deleted.
Thu Jun 28 06:38:02 EDT 2018 ResyncTransfer[Jun 28 06:29:24]:d7800405-74b9-11e8-8288-00a0985f663d
Operation-Uuid=bd49c7d7-6f62-4efa-96d3-c4bc1c02ebf6 Group=none Operation-Cookie=0 
action=Transfer_snapshots (1 of 1 log entries): snapmirror.cc42a2cd-65ca-11e8-bbaa- 
00a0985f663d_2161757991.2018-06-28_063759
Thu Jun 28 06:38:36 EDT 2018 ResyncTransfer[Jun 28 06:29:24]:d7800405-74b9-11e8-8288-00a0985f663d
Operation-Uuid=bd49c7d7-6f62-4efa-96d3-c4bc1c02ebf6 Group=none Operation-Cookie=0 action=Info 
Autoresync B2B Transfer: dest: vs1:vol2. Total: 20, low: 0, high: 20, duration: 3601
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■ 考えられる原因
変更率が、使用可能なネットワークがサポートできる値より高い可能性があります。IOPS と CPU の統
計情報、または 後の共通 Snapshot コピーからの差分が大きすぎて拡張再同期に影響していないか
を確認します。
コンシステンシポイント (CP)統計が診断モードでノードレベルのコマンドを使用していることを確認
します。

非同期から同期の SnapMirror 関係への変換中に、初期化または再同期化操作が発生しました。
ブラックリスト化された操作または制限違反が原因で、共通 Snapshot コピーの作成が失敗、または
移行が中止されました。

■ 解決策

1 ベストプラクティスに基づいて環境のサイズを設定し、サービス品質（QoS）を使用
してワークロードを 適化します。

2 手動で再同期を実行して、SnapMirror 関係をステータス InSync にリカバリします。

7.2.2 共通 Snapshot コピーが見つからない

自動再同期または手動再同期が失敗し、snapmirror showの出力にエラーが表示されます。

■ 考えられる原因
Snapshot コピーの自動削除機能が有効になっていると、これらのボリューム上の共通 Snapshot コ
ピーが削除されます。

災害復旧ボリューム間の非同期のファンアウト関係と新しい同期を使用する 3 サイトの災害復旧シナ
リオでは、非同期の関係スケジュールの方が同期の関係よりも長時間である場合があります。

run local wafl cpstats -s -a <aggregate name>.

cluster-1::*> snapmirror show -fields status,last-transfer-error 
source-path destination-path status last-transfer-error
----------- ---------------- --------- --------------------------------------------------------
vs1:srcvol vs1:dstvol OutOfSync No common Snapshot copy found between vs1:srcvol and vs1:dstvol

ssan-8060-03::*> event log show -message-name wafl.volume.snap.autoDelete 
Time Node Severity Event
------------------- ---------------- ------------- ---------------------------
7/12/2018 05:46:33 ssan-8060-03bINFORMATIONAL wafl.volume.snap.autoDelete: Deleting Snapshot copy 
'snapmirror.b61aad3d-7b80-11e8-888d-00a098a31ddd_2159361896.2018-07-12_054007' in volume 
'SSMSrc@vserver:b61aad3d-7b80-11e8-888d-00a098a31ddd' to recover storage.
7/12/2018 05:46:20 ssan-8060-03bINFORMATIONAL wafl.volume.snap.autoDelete: Deleting Snapshot copy 
'snapmirror.b61aad3d-7b80-11e8-888d-00a098a31ddd_2159361896.2018-07-12_054000' in volume 
'SSMSrc@vserver:b61aad3d-7b80-11e8-888d-00a098a31ddd' to recover storage.
7/12/2018 05:45:56 ssan-8060-03bINFORMATIONAL wafl.volume.snap.autoDelete: Deleting Snapshot copy 
'S3' in volume 'SSMSrc@vserver:b61aad3d-7b80-11e8-888d-00a098a31ddd' to recover storage.
7/12/2018 05:45:40 ssan-8060-03bINFORMATIONAL wafl.volume.snap.autoDelete: Deleting Snapshot copy 
'S2' in volume 'SSMSrc@vserver:b61aad3d-7b80-11e8-888d-00a098a31ddd' to recover storage.
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■ 解決策

1 自動削除パラメータを無効にするか、ソースボリュームとデスティネーションボ
リュームに十分な容量をプロビジョニングします。

2 サイトの災害復旧シナリオでは、非同期スケジュールを 1 時間以下に設定します。

7.2.3 遷移エラー

自動再同期または手動再同期が失敗し、snapmirror showの出力にエラーが表示されます。

/mroot/etc/logにあるデスティネーション snapmirror_errorログから、障害発生時のエラー署
名を確認します。

関係のステータスを InSync に何度も自動再同期しようとした結果、移行は完了します。それでも移行
が失敗する場合は、関係のステータスが InSync になるまでこのワークロードを回避します。

7.2.4 共通 Snapshot の障害

自動再同期または手動再同期が失敗し、snapmirror showの出力にエラーが表示されます。

■ 考えられる原因
CP統計情報が診断モードでノードレベルコマンドrun local wafl cpstats -s -a <aggregate

name>を使用していることを確認します。

sti8060-2671527862493::*> snapmirror show -fields source-path,destination- 
path,type,state,status,last-transfer-error
source-path destination-path type policy state status last-transfer-error
----------- ---------------- ---- -------- ------------ ------ --------------
vs0:vol2 vs1:vol2 XDP StrictSync Snapmirrored OutOfSync Failed to start replication on source.

> 2018-07-24T15:59:39Z 1171725196136205 [8:0] REPL_0: 
repl_writer::PushFileUpdateHoleReplOpHandler::replXlateOut(): | [254b8fa9-8f4b-11e8-b4c4-
00a098a46c68] | [0xfffff80f9e743058] WAFL_SPINNP_REPL_SEND_HOLES error response 45
> 2018-07-24T15:59:39Z 1171725196151878 [8:0] REPL_0: 
repl_writer::PushFileUpdateHoleReplOpHandler::replXlateOut(): | [254b8fa9-8f4b-11e8-b4c4-
00a098a46c68] | [0xfffff80f9e743058] WAFL_SPINNP_REPL_SEND_HOLES failed on Sync SM dst due to 
Punch hole beyond EOF/on internal files
> 2018-07-24T15:59:39Z 1171725196167961 [8:0] REPL_0: 
repl_writer::ReplOpHandler::replOpHandlerCallback(): | [254b8fa9-8f4b-11e8-b4c4-00a098a46c68] | 
[0xffffffff93ab8d40] msg:WAFL_SPINNP_REPL_SEND_HOLESstatus:45result:14op:29

sti8060-2671527862493::*> snapmirror show -fields source-path,destination- 
path,type,state,status,last-transfer-error
source-path destination-path type policy state status last-transfer-error
----------- ---------------- ---- -------- ------------ ------ --------------
vs0:vol2 vs1:vol2 XDP StrictSync Snapmirrored OutOfSync SnapMirror Common Snapshot creation 
operation failed when creating Snapshot copies "snapmirror.9b3cb6d0-959c-11e8-b04b- 
00a098aa7373_2151051109.2018-08-13_032751" on source "vs0:vol2" and destination "vs1:vol2".
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■ 解決策
• これが一時的な問題である場合は、自動同期が関係ステータスを InSync にしようとするのを待ち
ます。

• この問題が解決しない場合は、環境とワークロードを 適化するためにサイズ設定が適切に行わ
れていることを確認します。手動で再同期を実行して、関係を InSync にします。

7.2.5 高メタデータによる移行の失敗

■ 解決策
手動で再同期を実行して、移行を再試行します。

::*> snapmirror show -fields last-transfer-error 
source-path destination-path last-transfer-error
----------- ---------------- --------------------------------------------------------------------
vs0:vol1 vs0:vol1dp Failed to start replication on source. (Ran out of resources to 
queue metadata ops. Aborting transition. Retry the operation. If the error persists contact 
technical support.)

::*> snapmirror show-history  -fields additional-info
destination-path operation-id additional-info
---------------- ------------------------------------ --------------------------------
vs0:vol1dp 8081726d-d8cc-11e8-8917-005056a7cdb4 Failed to start replication on source. (Ran out of 
resources to queue metadata ops. Aborting transition. Retry the operation. If the error persists contact 
technical support.)
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7.2.6 移行の失敗

■ 考えられる原因
• DRL のファイルハンドルのノード単位の上限は 60 K です。
• 前回の非同期転送中に I/O バーストが発生したか、多数のファイルに対する I/O で構成された長時
間の非同期転送が発生しました。

■ 解決策

1 ワークロードのタイプを確認します。

2 アクティブなファイルハンドルの数が制限内にある場合は、手動で再同期を実行し
ます。

::*> snapmirror show-history -fields out-of-sync-reason 
source-path destination-path out-of-sync-reason
----------- ---------------- --------------------------------
vs0:vol1 vs0:vol1dp Transfer failed. (Out of memory)

::*> snapmirror show -fields last-transfer-error 
source-path destination-path last-transfer-error
----------- ---------------- --------------------------------------------------------------------
vs0:vol1 vs0:vol1dp Failed to configure source. (Failed to transition Snap-
Mirror 
Synchronous relationship to the "InSync" status. Use the "snapmirror resync" command to resync 
the relationship to recover from the failure. (Replication engine error))

::*> snapmirror show-history -fields additional-info
destination-path operation-id additional-info
---------------- ------------------------------------ -------------------------------------------
vs0:vol1dp 125275b5-d8d4-11e8-aed4-005056a717a1 Failed to configure source. (Failed to 
transition SnapMirror Synchronous relationship to the "InSync" status. Use the "snapmirror resync" 
command to resync the relationship to recover from the failure. (Replication engine error))

sti46-vsim-ucs520i% grep -i drl sktrace.log | grep REPL_0
2018-10-26T04:12:35Z 173333821799639[0:0] REPL_0: repl_granular::SyncCache::startDRL(): | 
[0xffffffff96abbc30] result: [status: 0 failure_msg: 0 failure_msg_detail: 0] Start DRL log called 
for CG with UUId: b53225c5-d8cb-11e8-aed4-005056a717a1, Transfer ID: 30eb4bc4-d8ce-11e8- 8917-
005056a7cdb4
2018-10-26T04:12:35Z 173333828263613[1:0] REPL_0:
repl_granular::SyncCache::startDRLCompleted(): | [0xffffffff96abbc30] result: [status: 0 fail-
ure_msg: 0 failure_msg_detail: 0] Notifying d-control about start DRL completion for CG with UUId: 
b53225c5-d8cb-11e8-aed4-005056a717a1, Transfer ID: 30eb4bc4-d8ce-11e8-8917-005056a7cdb4
2018-10-26T04:12:36Z 173334210432295 [1:0] REPL_0: repl_granular::SplitterDrls::getDRL(): | failed 
to get DRL
2018-10-26T04:12:36Z 173334210453541 [1:0] REPL_0: 
granular::Splitter::_doDrlLoggingIfReq(): | [0xffffffff96b1cdb8] result: [status: 10 failure_msg: 
5898505 failure_msg_detail: 0] fileId=96 Failed to get DRL
2018-10-26T04:12:36Z 173334210473508 [1:0] REPL_0: 
granular::Splitter::_doDrlLoggingIfReq(): | [0xffffffff96b1cdb8] result: [status: 10 failure_msg: 
5898505 failure_msg_detail: 0] fileId=96 DRL logging write failed for Offset: 21360 Length: 3
2018-10-26T04:12:36Z 173334210610453 [1:0] REPL_0: 
granular::Splitter::setCGOutOfSync(): | [0xffffffff96b1cdb8] result: [status: 10 failure_msg: 
5898505 failure_msg_detail: 0] fileId=0 Setting CG out-of-sync. state: virtual const char 
*repl_granular::Splitter::SplitterStateLogDrl::name() const
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7.2.7 ブラックリストに記載された操作

自動再同期または手動再同期が失敗し、snapmirror showの出力にエラーが表示されます。

■ 考えられる原因
Transition 状態の間にボリュームまたは qtree セキュリティー変更操作が試行されました。これはサ
ポートされていません。監査ログまたはメッセージログを確認してください。

■ 解決策
自動再同期または手動再同期を実行して、関係を InSync にします。それ以外の場合は、再同期操作中
にセキュリティスタイルを変更しないでください。

7.2.8 相互運用性

自動再同期または手動再同期が失敗し、snapmirror showの出力にエラーが表示されます。

■ 考えられる原因
許可されていない相互運用性操作が、SnapMirror関係に含まれるボリュームに対して実行されました。

■ 解決策
許可されていない相互運用性の構成または操作を削除または停止してから、再同期操作を再試行して
ください。

sti8060-2671527862493::*> snapmirror show -fields source-path,destination- 
path,type,state,status,last-transfer-error
source-path destination-path type policy state status last-transfer-error
----------- ---------------- ---- -------- ------------ ------ --------------
vs0:vol2 vs1:vol2 XDP StrictSync Snapmirrored OutOfSync Failed to start replication on source. 
(Resync completion deferred due to a conflicting metadata operation.)
Respective source EMS event,
sti8060-2671527862493::> event log show -event *sms*
8/23/2018 17:25:58 sti8060-267 ERROR sms.operation.blacklisted: SnapMirror Sync operation 
encountered a failure when relationship status is "Transitioning" for relationship UUID 
"3548f219-a6cb-11e8-9548-0050568e99eb" because blacklisted operation "volume qtree security" was 
performed in "SplitterStateLogDrl" state.

cluster1::*> snapmirror show -fields source-path,destination-path,type,state,status,last- 
transfer-error
source-path destination-path type policy state status last-transfer-error
----------- ---------------- ---- -------- ------------ ------ --------------
vs0:vol2 vs1:vol2 XDP StrictSync Snapmirrored OutOfSync Prechecks on source volume failed. 
Reason: "SnapMirror Synchronous operations are not supported on volume " vs0:vol2" because a file 
or LUN copy operation is in progress on the volume.".)
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第 8 章  

制限事項
• Snapshot の対称性：ユーザーまたはスケジュールの Snapshot コピーはレプリケートされませ
ん。ただし、アプリケーションによって作成され、app-consistent というラベルが付けられた
Snapshot はレプリケートされます。

• SnapMirror Synchronous のプライマリは、同期または非同期関係のデスティネーションにはでき
ません。

• SM-S のファンアウトおよびカスケード構成はサポートされていません。SnapMirror 
Synchronous のソースを別の同期関係のソースにすることはできません。

• 自動フェイルオーバーはサポートされていません。関係の中断後にアプリケーションをプライマ
リからセカンダリにフェイルオーバーするには、SnapMirror コマンドを手動で使用する必要があ
ります。

• SnapMirror Synchronous ソースボリュームには、QoS スループットフロアを設定できません。
• SnapLock、FlexGroup、および FlexCache はサポートされていません。
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