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データ保護の概要
HX Data Platformディザスタリカバリ機能では、ネットワーク接続のクラスタのペアの間で実
行中のVMのレプリケーションを設定することによって、災害から仮想マシンを保護すること
ができます。1つのクラスタで実行されている保護された仮想マシンをペアの他のクラスタに
レプリケートします（その逆も同様です）。2つの対になったクラスタは通常、離れて配置さ
れ、各クラスタは他のクラスタで実行されている仮想マシンのディザスタリカバリサイトと

して機能します。

保護が VMで設定されると、HX Data Platformはローカルクラスタで実行中の VMのレプリ
ケーションスナップショットを定期的に作成し、スナップショットをペアのリモートクラス

タにレプリケート（コピー）します。ローカルクラスタで障害が発生すると、保護された各

VMの最も最近レプリケートされたスナップショットがユーザにより使用され、リモートクラ
スタで VMが回復され実行されます。他のクラスタのディザスタリカバリサイトとして機能
する各クラスタは、障害の発生時に、通常のワークロードだけでなく新しく回復した仮想マシ

ンを実行できるように、十分な予備リソースを含むサイズにする必要があります。

保護属性、その中でも重要なレプリケーション間隔（スケジュール）を割り当てることによっ

て、各仮想マシンを個別に保護できます。レプリケーション間隔を短くすると、災害後にVM
をリカバリする時に、レプリケートされたスナップショットデータはより新しいものになる可

能性があります。レプリケーション間隔は 5分から 24時間までの範囲です。

保護グループと呼ばれる、新しいクラスタごとのグループ化構成は、保護されたVMをグルー
プ化し、同じ保護属性を割り当てます。VMは、属性がすでに定義されている保護グループに
追加するだけで、保護することができます。

レプリケーションの設定には、HX Data Platformバージョン 2.5またはそれ以降を実行してい
る 2つの既存のクラスタが必要です。どちらのクラスターも同じHX Data Platformバージョン
でなければなりません。この設定はオンラインで完了することができます。
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まず、各クラスタがレプリケーションネットワーク用に設定されます。これには、HXConnect
を使用して、リモートクラスタにレプリケートするローカルクラスタノードが使用する IPア
ドレスのセットを提供することが含まれます。プロセスの一環として、HX Connectは専用レ
プリケーションネットワーク用 VLANを UCSマネージャから作成します。

このオプションをHXConnectで選択すると、UCSMはUCSManagerとファブリックインター
コネクトの両方が HyperFlexクラスタに関連付けられている場合にのみ設定されます。UCSM
と FIが存在しない場合は、VLAN IDを入力し、HX Connectで UCSM設定を選択する必要は
ありません。

（注）

次に、2つのクラスタ、およびそれに対応する既存の関連するデータストアを明示的にペアリ
ングする必要があります。ペアリングのセットアップは、2つのクラスタのいずれかから HX
Connectを使用して完了できます。これには、他方のクラスタの管理者クレデンシャルが必要
です。

最後に、現在アクティブになっているクラスタで HX Connectを使用することで、仮想マシン
を保護（または、既存の保護属性を変更）することができます。

HX Connectを使用して、クラスタでの着信および発信の両方のレプリケーションの状態をモ
ニタすることができます。

災害後、クラスタ内のノード上で起動された stcliコマンドラインツールを使用して、その

VMのディザスタリカバリサイトとして機能するクラスタで、保護された VMをリカバリし
て実行できます。

レプリケーションとリカバリの考慮事項

以下は、仮想マシンのレプリケーションの構成と仮想マシンのディザスタリカバリの実行時の

考慮事項のリストです。

•管理者―モニタリングを除く、すべてのレプリケーションおよびリカバリタスクは、ロー
カルクラスタ上の管理者特権を持つユーザによってのみ実行できます。リモートクラス

タに関連するタスクについては、指定したローカルおよびリモートの両方のユーザが管理

者特権を持っている必要があり、それぞれのクラスタで vCenter SSOで構成されている必
要があります。

•記憶域―リモートクラスタにレプリケーションスケジュールをサポートするのに十分な
領域があることを確認します。保護された仮想マシンは、スケジュールされた間隔でリ

モートクラスタにレプリケート（コピー）されます。ストレージキャパシティの方法が

適用されますが（重複排除、圧縮）、レプリケートされた各仮想マシンはストレージス

ペースを消費します。

リモートクラスタに十分なストレージ容量がないと、リモートクラスタの容量の使用率

の最大値に到達する可能性があります。スペース不足エラーの場合は、スペース不足エ

ラーの処理を参照してください。HX Clusterで利用できるスペースが適切に調整されるま
では、すべてのレプリケーションスケジュールは一時停止します。クラスタ容量の消費量

が常にスペース使用率の警告しきい値を下回るようにしてください。
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•サポートされていないラスタ―レプリケーションの保護は 2つのHXCluster間で行われま
す。

•エッジクラスタ間、エッジクラスタへの、またはエッジクラスタからのレプリケー
ションはサポートされません。

•ノードの再起動―復元、レプリケーション、またはリカバリ操作中に、HX Cluster内の
ノードを再起動しないでください。

•シンプロビジョニング―保護された仮想マシンは、元の保護された仮想マシンでのディス
クの指定方法に関係なく、シンプロビジョニングされたディスクでリカバリされます。

•保護グループの制限―

• 1つの保護グループに設定可能な VMの最大数は 32です。

• ISOまたはフロッピーを使用する VMを保護グループに追加しないでください。

• HX以外データストア―非 HXデータストア上のストレージを含む VMを保護している場
合は、定期的にこのVMのレプリケートを試みますが失敗します。このVMの保護を解除
するか、非 HXストレージを取り外してください。

同様に、保護されたVMをHXデータストアから非HXデータストアに移動しないでくだ
さい。ストレージの vMotionを通じて非 HXデータストアに VMを移動する場合、VMの
保護を解除して、保護を再適用します。

•回復した仮想マシンの階層―

•仮想マシンのレプリケーションの回復では、階層は保持されます。

•テストリカバリは、レプリケーション仮想マシンを統合し、レプリケーション階層を
共通のクローニングされた基本ディスクに統合します。データは、すべてクローニン

グされた共通ディスクにあります。しかし、テストリカバリは新しいvm-uuidを持つ

クローンとしてのテストであるため、レプリケーション仮想マシンの階層構造は新た

に開始されます。

•スナップショットメモリオプション―データ保護レプリケーションまたはリカバリのた
めに仮想マシンを設定するときに、スナップショットメモリオプションを含まないよう

にしてください。

メモリスナップショットには、VMのメモリと電源状態が含まれています。このタイプの
スナップショットは完了に時間がかかります。詳細については、VMware vSphereベスト
プラクティスドキュメンテーションを参照してください。

•スナップショットのタイプ―HX Data Platformはさまざまな形式のスナップショット技術
を使用します。各スナップショットは固有のユースケースを満たし、固有の特徴がありま

す。これらに互換性はありません。

• ReadyCloneは、標準標準のクローンと同様に、既存のVMのコピーです。既存のVM
は、ホスト VMと呼ばれます。クローニング操作が完了すると、ReadyCloneは別の
ゲスト VMとなります。
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•ネイティブスナップショットは、動作している VMのバージョン（状態）を保存す
るバックアップ機能です。VMをネイティブスナップショットに戻すことができま
す。

•レプリケーションスナップショットは、VMレプリケーション保護の一部として作成
されます。スケジュールされた時刻に、実行中の VMのレプリケーションスナップ
ショットが作成されます。このスナップショットはリモートクラスタにレプリケート

（コピー）されます。

•リカバリテストスナップショットは、リカバリシステムが動作していることを確認
するために使用される一時的なスナップショットです。

•回復されたVMは、復元されたVMで、リカバリクラスタから最新のレプリケーショ
ンスナップショットを復元することによって作成されます。

レプリケーションネットワークとペアリングの考慮事項

データ保護のためにレプリケーションの使用を想定して、クラスタ間でレプリケーションネッ

トワークを確立する必要があります。各クラスタとサイト内の他のトラフィックから、クラス

タ間レプリケーションのトラフィックを特定するために、このレプリケーションネットワーク

が作成されます。

以下は、レプリケーションネットワークとペアリングを設定するときに、考慮する事項のリス

トです。

•効率的なレプリケーションをサポートするために、クラスタ間のNxM接続図で示される
ように、クラスタ AのすべてのMノードがクラスタ Bのすべての Nノードとの通信する
必要があります。

•クラスタ間のレプリケーショントラフィックを有効にしてサイトの境界を越えてインター
ネットを通過するためには、クラスタAの各ノードがサイトの境界とインターネットを超
えて、クラスタ B上の各ノードと通信が可能になる必要があります。

•レプリケーショントラフィックは、クラスタとデータセンター内の他のトラフィックか
ら隔離する必要があります。

•クラスタ間のトラフィックに対してこの隔離されたレプリケーションネットワークを作成
するには、次の手順を実行します。

•各クラスタでレプリケーションネットワークを作成します。

•クラスタを関連付けるためにクラスタをペアリングし、クラスタ間の接続を N x M
節ッ属性を確立します。

• IPアドレス、サブネット、VLAN、およびゲートウェイは、各クラスタのレプリケーショ
ンネットワークに関連付けられます。両方のサイトで会社のファイアウォールとルータを

設定し、クラスタとサイト間の通信を許可する必要があります。

クラスタ間M * N接続性

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

4

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

レプリケーションネットワークとペアリングの考慮事項



データ保護の用語

フェールオーバー―ソースクラスタで障害が発生した場合の手動 VMリカバリプロセスの一
部。このコンテキストにおけるフェールオーバーは、ターゲットクラスタのレプリケーション

スナップショットを稼働中の VMに変換することです。

レプリケーション間隔：レプリケーションスケジュールの設定の一部です。これは、保護され

た VMレプリケーションスナップショットが作成され、ターゲットクラスタにコピーされる
頻度です。

ローカルクラスタ―VMクラスタレプリケーションペアの 1つ。現在 HX Connectを介してロ
グインしているクラスタ。ローカルクラスタからローカル上に存在するVMにレプリケーショ
ン保護を設定します。VMはペアリング済みのリモートクラスタにレプリケートされます。

移行―VMの最近のレプリケーションスナップショットのコピーが稼働中のVMになる場合、
定期的なシステムメンテナンスと管理タスク。ソースおよびターゲットクラスタのレプリケー

ションペアは変更されません。

プライマリクラスタ―VMディザスタリカバリのソースクラスタの別の名前。

保護された仮想マシン―レプリケーションが設定されている VM。保護されている VM:

•レプリケーションペアのローカルクラスタのデータストアに存在します。

•レプリケーションスケジュールは個別または保護グループを通じて設定されます。

保護グループ：同じレプリケーション構成を VMのグループに適用する方法です。

リカバリプロセス ―ソースクラスタに失敗したか障害が発生した場合に、保護されたVMを
回復するための手動プロセス。
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リカバリテスト：災害時にリカバリプロセスを成功させるためのメンテナンスタスクです。

リモートクラスタ―VMレプリケーションクラスタペアの 1つ。リモートクラスタは、ロー
カルクラスタの保護された VMからレプリケーションのスナップショットを受信します。

レプリケーションペア―ローカルクラスタ VMのレプリケーションスナップショットを格納
するリモートのクラスタロケーションを提供するためにまとめられた 2つのクラスタ。

レプリケーションペアのクラスタは、リモートまたはローカルクラスタの両方になることが

可能です。レプリケーションペアの両方のクラスタは、レジデント VMを持つことが可能で
す。各クラスタは、そのレジデントVMに対してローカルです。各クラスタは、ペアリング済
みのローカルクラスタに存在する VMに対してリモートです。

レプリケーションスナップショット：レプリケーション保護メカニズムの一部。保護された

VMのスナップショットの一種です。ローカルクラスタからリモートクラスタにコピーされ
ます。

セカンダリクラスタ―VMディザスタリカバリのターゲットクラスタの別の名前。

ソースクラスタ―VMリカバリクラスタペアの 1つ。ソースクラスタは、保護された VMが
存在する場所です。

ターゲットクラスタ―VMリカバリクラスタペアの 1つ。ターゲットクラスタは、ソースク
ラスタの VMからレプリケーションのスナップショットを受信します。ターゲットクラスタ
は、ソースクラスタで障害が発生した場合、VMを回復するために使用されます。

仮想マシンの保護の概要
仮想マシンは、その保護属性を指定することによって保護できます。

•レプリケーションの間隔（レプリケーションの頻度と考えてもよい）

•開始時刻（次の 24時間以内で、仮想マシンに対して最初にレプリケーションを試行する
時刻の指定）

•仮想マシンの停止でレプリケーションスナップショットを作成するかどうか。

保護グループを作成し、保護属性を割り当てることができます。仮想マシンを保護グループに

追加することができます。そのグループを通じ、すべての仮想マシンに同じ保護属性が割り当

てられます。

たとえば、3つの保護のクラス、金、銀、銅があるとします。各クラスに保護グループを設定
し、レプリケーション間隔を、金は 5～ 15分、銀は 4時間、銅は 24時間と設定します。VM
のほとんどは、作成済みの 3つの保護グループのいずれかに追加するだけで保護できます。

仮想マシンを保護するには、方法を選択します。

複数の仮想マシンを選択する場合、それらを保護グループに追加する必要があります。（注）
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•個別：1つの仮想マシンを選択して構成します。特定の仮想マシンのレプリケーションス
ケジュールおよびVMwareの休止オプションを設定します。レプリケーション設定の変更
は、個別に保護された仮想マシンにのみ影響を与えます。仮想マシンは、保護グループに

含まれません。

•既存の保護グループ：1つ以上の仮想マシンを選択し、それらを既存の保護グループに追
加します。スケジュールおよびVMwareの休止オプション設定は、保護グループ内のすべ
ての仮想マシンに適用されます。保護グループの設定を変更すると、保護グループのすべ

ての仮想マシンに変更が適用されます。

•新しい保護グループ：2つ以上の仮想マシンを選択し、新しい保護グループを作成するこ
とを選択します。保護グループの名前、スケジュール、およびVMwareの休止オプション
設定を定義します。これらの設定は、保護グループ内のすべての仮想マシンに適用されま

す。保護グループの設定を変更すると、保護グループのすべての仮想マシンに変更が適用

されます。

データ保護のワークフロー

レプリケーションは、VMおよびそのデータを保護するためのプロセスです。次の手順を実行
します。

• 2つのクラスタを設定します。レプリケーションネットワークアクティビティをサポート
し、お互いがペアになるように設定します。

•ソースクラスタにレプリケーションのスナップショットを作成して、ターゲットクラス
タにそれらをコピーする頻度（間隔）を設定する VMレプリケーションスケジュールを
割り当てます。これは、個別の VMおよび保護グループの VMに設定されます。

レプリケーションワークフロー

1. HX Data Platformをインストールし 2つのクラスタを作成します。

2. 各クラスタに少なくとも 1つのデータストアを作成します。

3. HX Connectにログインします。

4. 複製ネットワークを作成する前に、IPアドレス、サブネットマスク、VLAN、および複
製ネットワークに使用されるゲートウェイを確認します。複製ネットワークの作成後は、

この新しい複製ネットワークを介して、クラスタ内の接続を検証します。

5. 複製ペアを作成する前に、このペアをサポートする社内ネットワーク変更が完了したこ

とを確認します。複製ペアを作成した後に、クラスタ間の接続を検証します。両方のク

ラスタからのデータストアマッピングを設定します。

6. クラスタレプリケーションネットワークを設定します。これを各クラスタで設定しま

す。レプリケーションネットワーク情報は、各クラスタで一意です。
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サブネット、ゲートウェイ、IPアドレスの範囲、レプリケーションネットワーク専用の
帯域幅制限を指定します。HX Data Platformは、UCS Managerを通じて両方のクラスタ
に対し、UCS Managerを通じて VLANを構成します。

7. 2つのクラスタを接続するレプリケーションペアを作成します。

これは、一方のクラスタから実行されます。

8. オプションで、保護グループを作成します。

•スケジュールを設定します。各保護グループに、1つのスケジュールがあります。

•異なる仮想マシン用にさまざまなレプリケーション間隔（スケジュール）がある場
合は、複数の保護グループを作成します。仮想マシンは、1つの保護グループにの
み属することができます。

9. 次のいずれかとして、保護する仮想マシンを選択します。

個別の仮想マシン

保護グループに割り当てられている仮想マシン

10. 保護の設定

1. 1つまたは複数の仮想マシンを選択します。[Protect]をクリックします。

2. [Protect Virtual Machine]ウィザードでのオプションは次のとおりです。

•既存の保護グループを通じて 1つの仮想マシンを保護します。

• 1つの仮想マシンを個別に保護します。

スケジュールを設定します。

•既存の保護グループを通じて複数の仮想マシンを保護します。

•新しい保護グループを通じて複数の仮想マシンを保護します。

新しい保護グループを作成し、スケジュールを設定します。

レプリケーションペアの概要

レプリケーションクラスタペアの作成は、レプリケーション用 VMの設定の前提条件です。
レプリケーションネットワークと少なくとも 1つのデータストアは、レプリケーションペア
を作成する前に構成しなければなりません。

クラスタ 2とクラスタ 1をペアリングすることにより、レプリケーション用に明示的に設定さ
れたクラスタ 1上のすべてのVMはクラスタ 2にレプリケートでき、レプリケーション用に明
示的に設定されたクラスタ 2上のすべてのVMはクラスタ 2にレプリケートできることが指定
されます。

クラスタ 1のデータストア Aとクラスタ 2のデータストア Bをペアリングすることにより、
レプリケーション用に明示的に設定されたクラスタ 1上のすべてのVMでは、データストアA
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にファイルがある場合、それらのファイルはクラスタ2のデータストアBにレプリケートされ
ることが指定されます。同様に、レプリケーション用に明示的に設定されたクラスタ2上のす
べての VMでは、データストア Bにファイルがある場合、それらのファイルはクラスタ 1の
データストアにレプリケートされます。

ペアリングは厳密に 1対 1で行われます。1つのクラスタを 2つ以上の他のクラスタとペアリ
ングすることはできません。ペアになっているクラスタ上の1つのデータストアは、他のクラ
スタ上の 1つのデータストアとしかペアリングできません。

レプリケーションペアの作成

レプリケーションペアは、保護ネットワークの半分を 2つ定義します。ログインしているHX
Storage Clusterはローカルクラスタで、ペアの片方です。このダイアログによって、ペアのも
う片方であり、リモートクラスタである、もう 1つの HX Storage Clusterを識別します。スト
レージコンポーネントを確保するため、レプリケーションペアを各 HX Storage Clusterのデー
タストアにマップします。レプリケーションペアが設定されたら、仮想マシンを保護できるよ

うになります。[Virtual Machines]タブを参照してください。

リモートクラスタでもこの手順を繰り返します。

始める前に

•ローカルクラスタとリモートクラスタの両方でデータストアを作成します。

•レプリケーションネットワークを構成します。

ステップ 1 HXConnectから、管理者権限を持つユーザとしてローカルまたはリモートクラスタのいずれかにログイン
します。[レプリケーション>レプリケーションペア>レプリケーションのペアを作成する]を選択します。

ステップ 2 レプリケーションペアの [Name]を入力し、[Next]をクリックします。

2つの HX Storage Clusterの間のレプリケーションペアの名前を入力します。この名前は、ローカルおよび
リモートの両方のクラスタに設定されます。この名前は変更できません。

ステップ 3 [Remote Connection]の IDを入力し、[Pair]をクリックします。

基本情報UI要素

リモート HX Storage Clusterの管理ネットワークの IPアドレスまたは
完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。例: 10.10.10.10。

[Management IP or FQDN]フィール
ド

リモートHX Storage Clusterの vCenterシングルサインオンまたはクラ
スタ固有のクレデンシャルを入力します。入力されたユーザは、管理

者特権を持つユーザである必要があります。

[UserName]と [Password]フィール
ド

HX Data Platformはリモート HX Storage Clusterを確認し、レプリケーションペア名を割り当てます。

保護される仮想マシンは、レプリケーションペアのデータストアのいずれか 1つに存在している
必要があります。

（注）
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ステップ 4 両方のクラスタから [Datastore Mapping]を設定し、[Next]をクリックします。

保護する仮想マシンは選択したデータストア上に存在している必要があります。レプリケーショ

ンペア用に構成されたデータストアから仮想マシンを移動すると、その仮想マシンの保護も解除

されます。

（注）

基本情報UI要素

このクラスタ、ローカルHXStorageClusterに構成されたデータストア
の一覧です。

1つのローカルデータストアを 1つのリモートデータストアにマップ
します。

[Local Datastore]列

HX Storage Cluster間でデータストアをペアリングします。

必要な [Local Datastore]行で、[Remote Datastore]プルダウンメニュー
からデータストアを選択します。これにより、単一の操作でリモート

とローカルの両方のデータストアが選択されます。

[Remote Datastore]列

ステップ 5 [Summary]の情報を確認し、[Map Datastores]をクリックします。

基本情報UI要素

このローカル HX Storage Clusterで選択したデータストア。[Datastore]フィールド

レプリケーションスナップショットのコピー先となるリモート HX
Storage Clusterのデータストア。

[Target Datastore]フィールド

データストアのマッピングが失敗した場合、[データストアのマップ]をスキップし、次のようにペアリン
グ後にクラスタ間の接続性の検証に進みます。

•ローカルクラスタノードのいずれかからピアクラスタのゲートウェイに pingを実行します。クラス
タが Aと Bを応答したと想定し、クラスタ Aから Bにこのチェックを行い、逆も行います。

クラスタ Aでコマンド $ ping - I eth2 <replication-gateway-of-cluster-B>を実行します。

たとえば、 $ ping - I eth2 10.45.0.1。

• Pingの確認に失敗した場合（100%パケット損失が表示されます）、ファイアウォールとクラスタ A
とBに関連付けられているルータを確認します。レプリケーションサブネットのトラフィックとVLAN
を許可するように設定する必要があります。

サイト Aでファイアウォールを許可する必要があります。

• Aのレプリケーションサブネットからの発信トラフィック

• Bのレプリケーションサブネットからの受信トラフィック

サイト Bのファイアウォールを許可する必要があります。

• Bのレプリケーションサブネットからの発信トラフィック

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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• Aのレプリケーションサブネットからの受信トラフィック

ルータを許可する必要があります。

• Aからの発信トラフィックは Bにルーティングされるレプリケーションのサブネット

• Aのレプリケーションサブネットからの発信トラフィックは Aにルートされます。

• Pingチェックが成功したがデータストアのマッピングが機能しない場合は、MTUの設定を確認しま
す。コマンド $ ping - I eth2 Mは -s <bytes> <replication ip="" of="" b's="" node="">を実行します。ク
ラスタ Aからクラスタ Bにこのチェックを実行し、逆も行います。
Example:
$ ping -I eth2 -M do -s 1500 10.4.247.11

テストが失敗した場合、成功するまでMTU数を減らして再試行します。デフォルトの 1500のMTU
が機能しない場合は、Cisco TACにお問い合わせください。

次のタスク

データストアのマッピングに成功すると、レプリケーションネットワーク経由でクラスタ間の

接続を確認できます。新しいレプリケーションペアを追加します。

レプリケーションペアの編集

レプリケーションペアを編集すると、レプリケーションペアのデータストアが変更されます。

レプリケーションペアで使用されるデータストアを変更すると、ローカルクラスタとリモー

トクラスタの両方のすべての仮想マシンから保護が解除されます。

（注）

ステップ 1 管理者として HX Connectにログインします。

ステップ 2 [Replication] > [Replication Pairs] > [Edit]を選択します。

ステップ 3 ローカルまたはリモートのデータストアを選択し、[Finish]をクリックします。

基本情報UI要素

このクラスタ、ローカルHXStorageClusterに構成されたデータストア
の一覧です。

1つのローカルデータストアを 1つのリモートデータストアにマップ
します。

[Local Datastore]列

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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基本情報UI要素

HX Storage Cluster間でデータストアをペアリングします。

1. ローカルデータストアの選択を変更するには、現在のローカル
データストアへのマッピングを削除します。

[Remote Datastore]列のプルダウンメニューで、[Do not map this
datastore]を選択します。

2. 必要な [Local Datastore]行で、[Remote Datastore]プルダウンメ
ニューからデータストアを選択します。これにより、単一の操作

でリモートとローカルの両方のデータストアが選択されます。

[Remote Datastore]列

レプリケーションペアの削除

ローカルおよびリモートのクラスタのレプリケーションペアを削除します。

[Replication] > [Replication Pairs] > [Delete]を選択します。

始める前に

ローカルおよびリモートの両方のクラスタで、レプリケーションペアから依存関係を削除しま

す。

当該のローカル HX Storage Clusterから次を実行します。リモート HX Storage Clusterにログイ
ンし、以下を実行します。

•すべての仮想マシンの保護を解除します。個別の保護を削除します。仮想マシンを保護グ
ループから削除します。

•保護グループを削除します。

ステップ 1 管理者として HX Connectにログインします。

ステップ 2 レプリケーションペア内のデータストアをマップ解除します。

a) [Replication] > [Replication Pairs] > [Edit]を選択します。
b) [Edit Replication Pair]ダイアログボックスの、[RemoteDatastore]メニューから、[Do not map this datastore]
を選択します。

基本情報UI要素

このクラスタ、ローカルHXStorageClusterに構成されたデータスト
アの一覧です。

1つのローカルデータストアを1つのリモートデータストアにマッ
プします。

[Local Datastore]列

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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基本情報UI要素

HX Storage Cluster間でデータストアをペアリングします。

1. ローカルデータストアの選択を変更するには、現在のローカル
データストアへのマッピングを削除します。

[Remote Datastore]列のプルダウンメニューで、[Do not map this
datastore]を選択します。

2. 必要な [Local Datastore]行で、[Remote Datastore]プルダウンメ
ニューからデータストアを選択します。これにより、単一の操

作でリモートとローカルの両方のデータストアが選択されま

す。

[Remote Datastore]列

c) すべての可能なリモートデータストアが、[Do not map this datastore]に設定されていることを確認しま
す。

d) [Finish]をクリックします。

ステップ 3 [Replication] > [Replication Pairs] > [Delete]を選択します。

ステップ 4 リモートクラスタの管理者のクレデンシャルを入力し、[Delete]をクリックします。

基本情報UI要素

リモート HX Storage Clusterの管理者ユーザ名を入力します。[User Name]フィールド

リモート HX Storage Clusterの管理者パスワードを入力します。[Password]フィールド

保護グループの作成

保護グループは、同じレプリケーション方式の VMのグループです。

保護グループはローカルクラスタ上に作成します。保護グループは、それらが作成されたクラ

スタを介してのみ管理が可能で、それらが作成されたクラスタのみに保護を提供できます。保

護グループがローカルのクラスタにレプリケートする仮想マシンを保護している場合、これら

の保護グループは HX Connectにリストされます。ただし、保護グループは、そのローカルク
ラスタ、つまりそれが作成されたクラスタからのみ管理できます。

始める前に

レプリケーションネットワークおよびレプリケーションペアを構成する必要があります。

ステップ 1 管理者として HX Connectにログインします。

ステップ 2 [Replication] > [Protection Groups] > [Create Protection Group]を選択します。

ステップ 3 ダイアログボックスのフィールドに情報を入力します。

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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基本情報UI要素

このローカルクラスタの新しい保護グループの名前を入力します。

保護グループは、各クラスタに一意です。名前はリモートクラスタで

参照されますが、リモートクラスタでは編集できません。クラスタに

は複数の保護グループを作成できます。

[ProtectionGroupName]フィールド

仮想マシンがペアになっているクラスタにレプリケートされる頻度を

選択します。デフォルトは 1時間ごとです。プルダウンメニューオ
プションは次のとおりです。

5分、15分、30分、1時間、90分、2時間、4時間、8時間、12時間、
24時間

[Protect virtual machines in this group
every]フィールド

この保護グループに最初に仮想マシンを追加した後すぐに最初のレプ

リケーションを開始する場合、このラジオボタンを選択します。

[Start protecting the virtual machines
immediately]ラジオボタン

最初のレプリケーションを開始する特定の時間を設定する場合は、こ

のラジオボタンを選択します。

開始する前に複製について以下を確認します。

•少なくとも 1つの仮想マシンが保護グループに追加されている。

•スケジュールされた開始時刻に達している。

保護の開始時刻を指定するには、次のようにします。

1. [Start protecting the virtual machines at]ラジオボタンをクリックし
ます。

2. [time]フィールドをクリックし、時間と分を選択します。フィー
ルドの外をクリックします。

[Cluster time zone]と [Current time on cluster]は、適切なレプリケーショ
ンの開始時刻を選択するために参照されます。開始時刻は、ローカル

クラスタの時計に基づいています。次に例を示します。

クラスタの現在の時刻が 1:56:15 PMで、現在から 10時間と 3分後と
は、11:59:00 PMに最初のレプリケーションが発生することを意味し
ます。

[hours, minutes from now]は、最初のレプリケーションはいつ発生する
かを示します。これは、[time]フィールドの設定値を変更すると更新
されます。

[Start protecting the virtual machines
at]ラジオボタン

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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基本情報UI要素

レプリケーションスナップショットを取る前に、HX Data Platformで
仮想マシンを休止するには、このチェックボックスをクリックしま

す。

これは、VMwareツールがインストールされている仮想マシンにのみ
適用されます。

[Use VMware Tools to quiesce the
virtual machine]チェックボックス

ステップ 4 [Create Protection Group]をクリックします。

HXData Platformで [ProtectionGroup]タブに新しいグループが追加されます。この保護グループは、このク
ラスタ上の仮想マシンを保護するために利用可能です。

ステップ 5 [Replication] > [Protection Groups]の順にクリックして新しい保護グループを表示または編集します。

VMの数はゼロ（0）であることに注意してください。仮想マシンをこの新しい保護グループに追加し、こ
の保護グループに設定されたレプリケーションスケジュールを適用します。

保護グループの編集

保護グループ内の仮想マシンのレプリケーション間隔（スケジュール）を変更します。

ステップ 1 管理者として HX Connectにログインします。

ステップ 2 [Replication] > [Protection Groups] > [Edit Schedule]を選択します。

ステップ 3 ダイアログボックスのフィールド内の情報を編集します。

基本情報UI要素

プルダウンリストから仮想マシンがペアになっているクラスタにレプ

リケートされる頻度を選択します。次のオプションがあります。

5分、15分、30分、1時間、90分、2時間、4時間、8時間、12時間、
24時間

[Protect virtual machines in this group
every]フィールド

レプリケーションスナップショットを取る前にHXData Platformで仮
想マシンを休止するには、このチェックボックスをクリックします。

これは、VMwareツールがインストールされている仮想マシンにのみ
適用されます。

[Use VMware Tools to quiesce the
virtual machine]チェックボックス

ステップ 4 [Save Changes]をクリックします。

HX Data Platformは、保護グループの間隔および開始時間を更新します。新しい間隔の頻度を表示するに
は、[Protection Groups]タブを参照してください。

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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保護グループの削除

始める前に

保護グループからすべての仮想マシンを削除します。

ステップ 1 保護グループ内のすべての仮想マシンの保護を解除します。

a) HX Connectで、[Replication] > [Protected Virtual Machines]を選択します。
b) 保護グループ内のすべての仮想マシンを選択します。
c) [Unprotect]をクリックします。確認ポップアップで、[Unprotect]をクリックします。

ステップ 2 [Replication] > [Protection Groups] > [protection_group_name]を選択します。

ステップ 3 [Delete]をクリックします。確認ポップアップで、[Delete]をクリックします。

既存の保護グループでの仮想マシンの保護

このタスクでは、既存の保護グループを使用して複数の仮想マシンを保護する方法について説

明します。

既存の保護グループを使用する：1つ以上の仮想マシンを選択し、それらを既存の保護グルー
プに追加します。スケジュールおよびVMwareの休止オプション設定は、保護グループ内のす
べての仮想マシンに適用されます。保護グループの設定を変更すると、保護グループのすべて

の仮想マシンに変更が適用されます。

始める前に

レプリケーションネットワークおよびレプリケーションペアが構成済みとなっています。

仮想マシンを追加する前に保護グループを作成します。

ステップ 1 管理者特権で HX Connectにログインし、[Virtual Machines]を選択します。

これによりローカルクラスタ上の仮想マシンが一覧表示されます。

ステップ 2 一覧から 2つ以上の保護されていない仮想マシンを選択します。

仮想マシンの行をクリックして選択します。仮想マシンの行をクリックすると、対応する仮想マシンの

チェックボックスが選択されます。

ステップ 3 [Protect]をクリックします。

[Protect Virtual Machines]ウィザードの、[Protection Group]ページが表示されます。

ステップ 4 [Add to an existing protection group]ラジオボタンをクリックします
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基本情報UI要素

選択した仮想マシンの [Name]を確認します。

[Storage Provisioned]と [Storage Used]を使用して、リモートHXStorage
Clusterに利用可能な十分なリソースがあることをチェックします。

[Set the protection parameters]テーブ
ル

プルダウンリストから既存の保護グループを選択します。

保護グループの間隔とスケジュールの設定が、この仮想マシンに適用

されます。

[Add to an existing protection group]
ラジオボタン

このローカルクラスタの新しい保護グループの名前を入力します。

保護グループは、各クラスタに一意です。名前はリモートクラスタで

参照されますが、リモートクラスタでは編集できません。クラスタに

は複数の保護グループを作成できます。

[Create a new protection group]ラジ
オボタン

ステップ 5 プルダウンリストから保護グループを選択し、[Next]をクリックします

選択した保護グループに、希望するスケジュール間隔があることを確認します。

[Protect Virtual Machines]ウィザードの、[Summary]ページが表示されます。

ステップ 6 [Summary]ページの情報を確認し、[Add to Protection Group]をクリックします。

HXData Platformにより、仮想マシンがレプリケーション保護に追加されます。[Replication]または [Virtual
Machines]ページを表示して確認します。[Replication]ページに保護グループが表示されることに注意して
ください。

新しい保護グループでの仮想マシンの保護

このタスクでは、新しい保護グループを作成することで複数の仮想マシンを保護する方法につ

いて説明します。

新しい保護グループを使用する：2つ以上の仮想マシンを選択し、新しい保護グループを作成
することを選択します。保護グループの名前、スケジュール、およびVMwareの休止オプショ
ン設定を定義します。これらの設定は、保護グループ内のすべての仮想マシンに適用されま

す。保護グループの設定を変更すると、保護グループのすべての仮想マシンに変更が適用され

ます。

始める前に

レプリケーションネットワークおよびレプリケーションペアが構成済みとなっています。

ステップ 1 管理者特権で HX Connectにログインし、[Virtual Machines]を選択します。

これによりローカルクラスタ上の仮想マシンが一覧表示されます。

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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ステップ 2 一覧から 2つ以上の保護されていない仮想マシンを選択します。

仮想マシンの行をクリックして選択します。仮想マシンの行をクリックすると、対応する仮想マシンの

チェックボックスが選択されます。

ステップ 3 [Protect]をクリックします。

[Protect Virtual Machines]ウィザードの、[Protection Group]ページが表示されます。

ステップ 4 [Create a newprotection group]ラジオボタンをクリックして、保護グループの名前を追加し、[Next]をクリッ
クします。

[Protection Schedule Wizard Page]ウィザードページが表示されます。

ステップ 5 必要に応じて、スケジュールと VMware休止オプションを入力し、[Next]をクリックします。

基本情報UI要素

仮想マシンがペアになっているクラスタにレプリ

ケートされる頻度を選択します。デフォルトは 1時
間ごとです。プルダウンメニューオプションは次

のとおりです。

[Protect virtual machines in this group every]フィールド

この保護グループに最初に仮想マシンを追加した後

すぐに最初のレプリケーションを開始する場合、こ

のラジオボタンを選択します。

[Start protecting the virtual machines immediately]ラジ
オボタン

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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基本情報UI要素

最初のレプリケーションを開始する特定の時間を設

定する場合は、このラジオボタンを選択します。レ

プリケーションを開始するには、次のことが必要で

す。

•少なくとも 1つの仮想マシンが保護グループに
追加されている。

•スケジュールされた開始時刻に達している。

保護の開始時刻を指定するには、次のようにしま

す。

1. [Start protecting the virtual machines at]ラジオボタ
ンをクリックします。

2. [time]フィールドをクリックし、時間と分を選
択します。フィールドの外をクリックします。

[hours, minutes from now]は、最初のレプリケー
ションはいつ発生するかを示します。これは、

[time]フィールドの設定値を変更すると更新さ
れます。

[Cluster time zone]と [Current time on cluster]は、適切
なレプリケーションの開始時刻を選択するために参

照されます。開始時刻は、ローカルクラスタの時計

に基づいています。次に例を示します。

クラスタの現在の時刻が 1:56:15 PMで、現在から
10時間と 3分後とは、11:59:00 PMに最初のレプリ
ケーションが発生することを意味します。

[Start protecting the virtual machines at]ラジオボタン

レプリケーションスナップショットを取る前に HX
Data Platformで仮想マシンを休止するには、この
チェックボックスをクリックします。

これは、VMwareツールがインストールされている
仮想マシンにのみ適用されます。

[UseVMware Tools to quiesce the virtual machine]チェッ
クボックス

[Protect Virtual Machines]ウィザードの、[Summary]ページが表示されます。

ステップ 6 [Summary] ページの情報を確認し、[Add to Protection Group]をクリックします。

概要の内容を確認し、選択した仮想マシンに適用する設定を確認します。

•保護グループの名前

•保護する仮想マシンの数

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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•仮想マシンの名前

•各仮想マシンのプロビジョニング済みストレージ

•各仮想マシンの使用（消費）済みストレージ

HXData Platformにより、仮想マシンがレプリケーション保護に追加されます。[Replication]または [Virtual
Machines]ページを表示して確認します。[Replication]ページに保護グループが表示されることに注意して
ください。

個別の仮想マシンの保護

このタスクでは、仮想マシンを保護する方法について説明します。

•個別：1つの仮想マシンを選択して構成します。特定の仮想マシンのレプリケーションス
ケジュールおよびVMwareの休止オプションを設定します。レプリケーション設定の変更
は、個別に保護された仮想マシンにのみ影響を与えます。仮想マシンは、保護グループに

含まれません。

•既存の保護グループ：1つ以上の仮想マシンを選択し、それらを既存の保護グループに追
加します。スケジュールおよびVMwareの休止オプション設定は、保護グループ内のすべ
ての仮想マシンに適用されます。保護グループの設定を変更すると、保護グループのすべ

ての仮想マシンに変更が適用されます。

始める前に

レプリケーションネットワークおよびレプリケーションペアが構成済みとなっています。

ステップ 1 管理者特権で HX Connectにログインし、[Virtual Machines]を選択します。

これによりローカルクラスタ上の仮想マシンが一覧表示されます。

ステップ 2 一覧から 1つの保護されていない仮想マシンを選択します。仮想マシンの行をクリックして選択します。

仮想マシンの行をクリックして選択します。仮想マシンの行をクリックすると、対応する仮想マシンの

チェックボックスが選択されます。

ステップ 3 [Protect]をクリックします。

[Protect Virtual Machine]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 必要に応じてフィールドに入力します。

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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基本情報UI要素

プルダウンリストから既存の保護グループを選択します。

保護グループの間隔とスケジュールの設定が、この仮想マシンに適用

されます。

追加の構成は必要ありません。[Protect Virtual Machine]をクリックし
ます。

[Add to an existing protection group]
ラジオボタン

この仮想マシンの保護を定義するため、間隔、スケジュールオプショ

ン、および VMwareツールオプションを有効にします。
[Protect this virtual machine
independently]ラジオボタン

プルダウンリストから仮想マシンがペアになっているクラスタにレプ

リケートされる頻度を選択します。次のオプションがあります。

5分、15分、30分、1時間、90分、2時間、4時間、8時間、12時間、
24時間

[Protect this virtual machine every]
フィールド

この保護グループに最初に仮想マシンを追加した後すぐに最初のレプ

リケーションを開始する場合、このラジオボタンを選択します。

[Start protecting the virtual machines
immediately]ラジオボタン

最初のレプリケーションを開始する特定の時間を設定する場合は、こ

のラジオボタンを選択します。レプリケーションを開始するには、次

のことが必要です。

•少なくとも 1つの仮想マシンが保護グループに追加されている。

•スケジュールされた開始時刻に達している。

保護の開始時刻を指定するには、次のようにします。

1. [Start protecting the virtual machines at]ラジオボタンをクリックし
ます。

2. [time]フィールドをクリックし、時間と分を選択します。フィー
ルドの外をクリックします。

[hours, minutes from now]は、最初のレプリケーションはいつ発生
するかを示します。これは、[time]フィールドの設定値を変更す
ると更新されます。

[Cluster time zone]と [Current time on cluster]は、適切なレプリケーショ
ンの開始時刻を選択するために参照されます。開始時刻は、ローカル

クラスタの時計に基づいています。次に例を示します。

クラスタの現在の時刻が 1:56:15 PMで、現在から 10時間と 3分後と
は、11:59:00 PMに最初のレプリケーションが発生することを意味し
ます。

[Start protecting the virtual machines
at]ラジオボタン

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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基本情報UI要素

レプリケーションスナップショットを取る前にHXData Platformで仮
想マシンを休止するには、このチェックボックスをクリックします。

これは、VMwareツールがインストールされている仮想マシンにのみ
適用されます。

[VMware Tools to quiesce the virtual
machine]チェックボックス

ステップ 5 [Protect Virtual Machine]をクリックします。

仮想マシンの状態は、[Virtual Machine]ページと [Replication]ページに更新されます。[Replication]ページ
に保護グループが表示されないことに注意してください。

これで、この仮想マシンでのレプリケーションが有効になりました。

仮想マシンの保護の解除

保護グループを削除する場合は、その保護グループ内の仮想マシンの保護を解除する必要があ

ります。

クラスタのアクティビティのレプリケーションを一時停止するためには、仮想マシンの保護を

解除する必要はありません。レプリケーションの一時停止（32ページ）を参照してください。
（注）

ステップ 1 管理者として HX Connectにログインします。

ステップ 2 [Virtual Machines]を選択します。

これによりローカルクラスタ上の仮想マシンが一覧表示されます。

ステップ 3 一覧から保護されている仮想マシンを選択します。仮想マシンの行をクリックします。

一度に 1つの仮想マシンの保護を解除できます。

ステップ 4 [Unprotect]をクリックし、確認のクリックをします。

仮想マシンの状態が、[protected]から [unprotected]に変わります。

ディザスタリカバリの概要
ディザスタリカバリは、ソースサイトが到達不能で、VMおよび保護グループをターゲット
クラスタにフェールオーバーする必要があるときに実行されます。リカバリのプロセスは、

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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ターゲットクラスタ上のVMを回復します。仮想マシンのリカバリでは、リカバリ（ターゲッ
ト）クラスタから最新のレプリケーションスナップショットが復元されます。

VMのリカバリのテスト—VMリカバリのテストにより、レプリケーションを破損することが
なく、リカバリをテストする機能を提供します。ターゲットの VMワークロードを表示し、
VMのコンテンツを確認できます。

仮想マシンのリカバリ—仮想マシンのリカバリは、ターゲット (リカバリ)クラスタから最新
のレプリケーションスナップショットを復元します。リカバリを開始すると、すべてのスケ

ジュール済みのレプリケーションが停止されます。

計画済み移行ワークフロー—計画済みの移行を実行すると、レプリケーションスケジュール
を停止し、最新のコピーを複製して、ターゲット上で回復し、ソースからターゲットに所有権

ををスイッチし、新しいソースになったターゲットでレプリケーションを再開します。

計画されていない移行—計画されていない移行を実行すると、ターゲットの VMを復元し、
ソースからターゲットに所有権ををスイッチし、新しいソースになったターゲットでレプリ

ケーションを再開します。

障害後に VMを保護する—障害が発生した場合、ソースサイトをいっぺんに失う可能性があ
ります。リカバリの実行後は、このタスクを完了して、新しいクラスタに対して復元された

VMを保護します。

フェールバック—フェールバックは、元のソースに仮想マシンを移行するために使用するプロ
セスです。

仮想マシンのリカバリのテスト

VMリカバリのテストにより、レプリケーションを破損することがなく、リカバリをテストす
る機能を提供します。ターゲットのVMワークロードを表示し、VMのコンテンツを確認でき
ます。

リカバリのテストはクラスタ実行中に中断することはありません。意図としては、実際の障害

の際に VMが回復可能なことを確認するためです。
（注）

始める前に

仮想マシンリカバリプロセスのテストを開始する前に、次のことを確認します。

•ターゲットクラスタは稼働しており状況は良好です。

•保護された仮想マシンは、ターゲットクラスタへのレプリケーションを最近完了しまし
た。これらのレプリケートされた仮想マシンは、ターゲットクラスタでスナップショット

として保存されています。

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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その時点で作成可能なのは、回復したVMのテストのコピー 1つのみです。回復したVMに別
のテストが必要な場合、以前に作成された VMを削除してください。

重要

ステップ 1 管理者として、ターゲットクラスタの HX接続にログインします。

ステップ 2 [レプリケーション > リモート VM]タブ > protected_vm に進みます。

ステップ 3 リカバリプロセスをテストするには、[リカバリのテスト]ボタンをクリックします。

ここに記載されているすべてのフィールドはオプションです。（注）

基本情報UI要素

保管するテスト VMのロケーションを選択します。[Resource Pool]ドロップダウンリス
ト

保管するテスト VMのロケーションを選択します。例：

•検出された仮想マシン

• HXテストリカバリ

[フォルダ]ドロップダウンリスト

ボタンをクリックします。回復したVMは、作成した後、電源がオ
ンになるかオフのままになります。

[電源オン/オフ]ラジオボタン

作成されたテスト VMに新しい名前を入力します。[VM Name]フィールド

レプリケーションスナップショットからデータを転送するために使

用する HX Storage Clusterネットワークを選択します。

ネットワークのオプションの例。

•ストレージコントローラデータネットワーク

•ストレージコントローラ管理ネットワーク

•ストレージコントローラレプリケーションネットワーク

• VMネットワーク

ネットワークのテスト ラジオボタ

ン

ソースとターゲットクラスタネットワーク間のマップを作成する

ことを選択します。

ソース―VMレプリケーションスナップショットのあるクラスタ。

ターゲット ―テスト VMが作成されたクラスタ。

[ネットワークのマップ ]ラジオボタ
ン

ステップ 4 [VMを回復する]をクリックします。

ステップ 5 保護グループの一部である VMの場合、グループ内の各 VMでテストリカバリを実行します。

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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ステップ 6 回復した VMの内容を確認します。

仮想マシンのリカバリ

仮想マシンのリカバリでは、ターゲット (リカバリ)クラスタから最新のレプリケーションス
ナップショットが復元されます。

•仮想マシンでリカバリを実行する場合、VMをリカバリする際に明示的なネットワーク
マッピングを指定して、リカバリされるVMへの意図しないネットワーク接続を回避でき
ます。

次の場合、ネットワークマッピングの指定をスキップできます。

•ソース VMが vSphere標準スイッチを使用し、リカバリ側のすべての ESXiホストに
同じ名前の標準スイッチネットワークがある場合。

•ソースVMが vSphere分散スイッチ (vDS)ポートグループを使用し、復旧サイトに同
じ名前の vDSポートグループがある場合。

•ネットワークマッピングを指定しない場合は、VMネットワークの名前とタイプの両方が
ソースとターゲットの間で一致することを確認してください。

•個別に保護された、または、別の保護グループに属している仮想マシンに対してリカバリ
を実行する場合、同時リカバリ操作の最大数は 20です。

注目

始める前に

次の状態を確認してください。

•ターゲットクラスタは稼働しており状況は良好です。

•保護された仮想マシンは、ターゲットクラスタへのレプリケーションを最近完了しまし
た。これらのレプリケートされた仮想マシンは、ターゲットクラスタでスナップショット

として保存されています。

ターゲットクラスタのディザスタリカバリを行うには、次を実行します。

ステップ 1 HX Connectに管理者としてログインします。

ステップ 2 複製 (Replication) > >リモート VMタブ (Remote VMs tab) > > protected_vmを選択し、[リカバ (Recover)]
をクリックします。

ステップ 3 VMを復旧し、ローカルクラスタ上に新しい VMを構築するには、[VMのリカバリ (Recover VM)]ボタン
をクリックします。

ここに記載されているフィールドはすべてオプションです。（注）

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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基本情報UI要素

新しい VMを格納する場所を選択します。[Resource Pool]ドロップダウ
ンリスト

新しい VMを格納する場所を選択します。[フォルダ (Folders)]ドロップ
ダウンメニュー

リカバリしたVMの電源をオンにするか、作成後に電源をオフにする必要
があるかを選択します。

[電源オフ (Power Off)]オプ
ションボタン

ソースとターゲットクラスタネットワークの間にマップを作成する場合

に選択します。

•ソースネットワーク―VM複製スナップショットを持つクラスタ上の
ネットワーク。

•ターゲットネットワーク―新しいVMが作成されるクラスタ上のネッ
トワーク。

ネットワークオプションの事例:

•ストレージコントローラデータネットワーク

•ストレージコントローラ管理ネットワーク

•ストレージコントローラ複製ネットワーク

• VMネットワーク

ネットワークのマッピング

ステップ 4 [VMのリカバリ (Recover VM)]をクリックします。

ステップ 5 リカバリが完了するまで待ちます。ターゲット vCenterで回復した VMを表示します。

保護グループの仮想マシンのリカバリ

ステップ 1 [保護された VM]をクリックし、 [リカバリの準備]をクリックします。

これは、保護グループからすべてのVMを移動し、[回復中]状態にすると、[スタンドアロン保護済みVM]
サブウィンドウに表示されます。

ステップ 2 保護グループの一部であった個々の仮想マシンを回復します。詳細については、仮想マシンのリカバリ（
25ページ）を参照してください。

ステップ 3 保護グループ内のすべての VMに手順 2（仮想マシンを回復する）を実行します。
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計画された移行ワークフロー

計画された移行の実行によりレプリケーションスケジュールを一時停止し、最新のコピーをレ

プリケートして、ターゲット上で回復し、所有権をソースからターゲットに切り替えて、新し

いソースのターゲットでレプリケーションを再開します。

ソースからターゲットへ保護されたVMを移行するためには、次の手順を使用します。移行プ
ロセスの最後で同じスケジュールが使用され、ターゲットからソースへ保護の方向が反転しま

す。

このプロセスは戻すことができません。注目

ステップ 1 ソースとターゲットのHX接続にログインします。ターゲットクラスタは、レプリケーションスナップ
ショットのコピー先となっていたクラスタです。ソースクラスタは、仮想マシンが存在しているクラス

タです。

ステップ 2 WebCLIを使用して、以下のコマンドを実行しソースでのフェールオーバーに備えます。
# stcli dp vm prepareFailover -vmid <VMID>

結果 :タスク IDが返されます。

ソース VMの電源オフし、最終的な違いがレプリケートされます。保護ステータスを [回復済み]に変更
します。

ステップ 3 WebCLIを使用して、prepareFailoverタスクのステータスをモニタします。
stcli dp vm hxtask -vmid <VMID> -id <task id>

前のステップからタスク IDを使用します。

ステップ 4 リモート VMのリストから VMを選択します。このクラスタのワークフローで VMの回復を実行しま
す。

ターゲットとソースの両方のクラスタが同じ vCenterにある場合は、ソースクラスタの VMの
登録を解除します。これにより、vCenterに VMのレコードがなくなり、VMの管理が停止する
ことになりますが、VMのデータは保持します。

（注）

ステップ 5 [レプリケーション] > > [リモート VM]タブ > > protected_vmを選択し、[回復]をクリックします。

ステップ 6 ターゲット VMを回復し、ローカルクラスタに新しい VMを構築するには、[VMの回復]ボタンをク
リックします。

[このクラスタの VMを回復する]ダイアログボックスの次のフィールドの値を入力します、。

基本情報UI要素

新しい VMを格納する場所を選択します。[Resource Pool]ドロップダウ
ンリスト

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

27

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

計画された移行ワークフロー



基本情報UI要素

新しい VMを格納する場所を選択します。[フォルダ (Folders)]ドロップ
ダウンメニュー

リカバリした VMの電源をオンにするか、作成後に電源をオフにする必
要があるかを選択します。

[電源オフ (Power Off)]オプ
ションボタン

ソースとターゲットクラスタネットワークの間にマップを作成する場合

に選択します。

•ソースネットワーク―VM複製スナップショットを持つクラスタ上
のネットワーク。

•ターゲットネットワーク―新しい VMが作成されるクラスタ上の
ネットワーク。

ネットワークオプションの事例:

•ストレージコントローラデータネットワーク

•ストレージコントローラ管理ネットワーク

•ストレージコントローラ複製ネットワーク

• VMネットワーク

ネットワークのマッピング

ステップ 7 [VMを回復する]をクリックします。

ステップ 8 ソースクラスタの以下のコマンドを実行して、ソース VM登録を解除し、VMの所有権を転送します。
stcli dp vm prepareReverseProtect –vmid <VMID>

結果 :タスク IDが返されます。

VMの保護ステータスとして [保護中]と表示されます。

ステップ 9 WebCLIを使用して、PreparereverseProtectタスクのステータスをモニタします。
stcli dp vm hxtask -vmid<VMID> -id <task id>

前のステップからタスク IDを使用します。

ステップ 10 ターゲットクラスタで次のコマンドを実行します。

stcli dp vm reverseProtect –vmid <VMID>

結果 :タスク IDが返されます

VMの保護ステータスとして [保護済み]と表示されます。

ステップ 11 WebCLIを使用して、reverseProtectタスクのステータスをモニタします。
stcli dp vm hxtask -vmid <VMID> -id <task id>
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前のステップからタスク IDを使用します。

未計画の移行ワークフロー

計画されていない移行を実行すると、ターゲットのVMを復元し、ソースからターゲットに所
有権ををスイッチし、新しいソースになったターゲットでレプリケーションを再開します。

障害が発生したとき、保護の方向を逆にするとき、通常は未計画の移行が実行されます。

このプロセスは戻すことができません。注目

ステップ 1 ソースとターゲットの HX接続にログインします。ターゲットクラスタは、レプリケーションスナップ
ショットのコピー先となっていたクラスタです。ソースクラスタは、仮想マシンが存在しているクラスタ

です。

ステップ 2 リモート VMリストから、VMを選択します。このクラスタのワークフローで VMの回復を実行します。

ターゲットとソースの両方のクラスタが同じ vCenterにある場合は、ソースクラスタの VMの登
録を解除します。これにより、vCenterにVMのレコードがなくなり、VMの管理が停止すること
になりますが、VMのデータは保持します。

（注）

ステップ 3 [レプリケーション > >リモート VM]タブ > > protected_vm を選択し、[回復]をクリックします。

ステップ 4 ターゲット VMを回復し、ローカルクラスタに新しい VMを構築するには、[VMの回復]ボタンをクリッ
クします。

[このクラスタの VMを回復する ]ダイアログボックスの次のフィールドの値を入力します、。

基本情報UI要素

新しい VMを格納する場所を選択します。[Resource Pool]ドロップダウ
ンリスト

新しい VMを格納する場所を選択します。[フォルダ (Folders)]ドロップ
ダウンメニュー

リカバリしたVMの電源をオンにするか、作成後に電源をオフにする必要
があるかを選択します。

[電源オフ (Power Off)]オプ
ションボタン

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

29

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

未計画の移行ワークフロー



基本情報UI要素

ソースとターゲットクラスタネットワークの間にマップを作成する場合

に選択します。

•ソースネットワーク―VM複製スナップショットを持つクラスタ上の
ネットワーク。

•ターゲットネットワーク―新しいVMが作成されるクラスタ上のネッ
トワーク。

ネットワークオプションの事例:

•ストレージコントローラデータネットワーク

•ストレージコントローラ管理ネットワーク

•ストレージコントローラ複製ネットワーク

• VMネットワーク

ネットワークのマッピング

ステップ 5 [VMを回復する]をクリックします。

ステップ 6 ソースクラスタの以下のコマンドを実行して、ソース VM登録を解除し、VMの所有権を転送します。
stcli dp vm prepareReverseProtect –vmid <VMID>

結果 :タスク IDが返されます。

VMの保護ステータスとして [保護中]と表示されます。

ステップ 7 WebCLIを使用して、PreparereverseProtectタスクのステータスをモニタします。
stcli dp vm hxtask -vmid<VMID> -id <task id>

前のステップからタスク IDを使用します。

ステップ 8 ターゲットクラスタで次のコマンドを実行します。

stcli dp vm reverseProtect –vmid <VMID>

結果 :タスク IDが返されます

VMの保護ステータスとして [保護済み]と表示されます。

ステップ 9 WebCLIを使用して、reverseProtectタスクのステータスをモニタします。
stcli dp vm hxtask -vmid <VMID> -id <task id>

前のステップからタスク IDを使用します。
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障害後の仮想マシンの保護

障害発生時、ソースサイトも一緒に失われる可能性があります。リカバリの実行後、新しいク

ラスタに回復した VMを保護できます。

ステップ 1 仮想マシンを回復します。スタンドアロンリカバリ（VMの回復）またはグループリカバリ（保護グルー
プで VMを回復する）を実行します。詳細については、仮想マシンのリカバリ（25ページ）を参照して
ください。

ステップ 2 ペアリングを忘れ、HX接続WebCLIで次のコマンドを実行します。
stcli dp peer forget --all

これで、クラスタは元のソースにペアリングされなくされます。

ステップ 3 すべてのローカルおよびリモートの VMの保護を解除します。詳細については、仮想マシンの保護の解除
（22ページ）を参照してください。

ステップ 4 新しいクラスタにペアリングします。詳細については、レプリケーションペアの作成（9ページ）を参
照してください。

ステップ 5 仮想マシンを保護します。

仮想マシンのフェールバック

フェールバックは、仮想マシンを元のソースに戻すために使用されるプロセスです。

フェールバックは、次のシナリオで実行できます。

シナリオ1 -メンテナンス期間中

1. ソースからターゲットへの計画的な移行を実行します。

2. 新しいソースから新しいターゲットへの計画的な移行を実行します。

詳細については、計画された移行ワークフロー（27ページ）を参照してください。

シナリオ2 -災害インシデント発生後

1. ソースからターゲットへの計画外の移行を実行します。詳細については、未計画の移行
ワークフロー（29ページ）を参照してください。

2. 新しいソースから新しいターゲットへの計画的な移行を実行します。詳細については、計
画された移行ワークフロー（27ページ）を参照してください。
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レプリケーションメンテナンスの概要
レプリケーションは、設定されている場合、定義されているスケジュールごとにバックグラウ

ンドで実行されます。レプリケーションメンテナンスタスクには次のものがあります。

•リカバリのテスト：リカバリメソッドが動作しているかどうかをテストします。詳細につ
いては、仮想マシンのリカバリのテスト（23ページ）を参照してください。

•レプリケーションの一時停止：HX Storage Clusterでメンテナンスを行う準備をしていて、

レプリケーションを設定済みの場合、レプリケーションアクティビティを一時停止する必

要があります。

HXStorageClusterのメンテナンスアクティビティには、ノードの追加または再起動、ある
いは HX Storage Clusterのアップグレードが含まれます。通常、HX Clusterでノードを HX
メンテナンスモードにする必要がある場合は、レプリケーションを一時停止して再開しま

す。

stcli dp schedule pauseコマンドを使用します。

•レプリケーションの再開：HX Storage Clusterのメンテナンスアクティビティが完了した
ら、レプリケーションスケジュールを再開します。

stcli dp schedule resumeコマンドを使用します。

•移行―1つのソースクラスタからレプリケーションペアターゲットクラスタに VMをシ
フトするオプション。ターゲットクラスタは移行した VMの新しいソースクラスタにな
ります。詳細については、計画された移行ワークフロー（27ページ）を参照してくださ
い。

レプリケーションの一時停止

HXStorage Clusterのメンテナンスを行うための準備をする際にレプリケーションの構成が適用
済みになっている場合は、レプリケーションアクティビティを一時停止する必要があります。

HXStorageClusterのメンテナンスアクティビティには、ノードの追加または再起動、あるいは
HX Storage Clusterのアップグレードが含まれます。通常、HX Clusterでノードを HXメンテナ
ンスモードにする必要がある場合は、レプリケーションを一時停止して再開します。

ステップ 1 ストレージコントローラ VMにログインします。

ステップ 2 コマンドラインから stcli dp schedule pauseコマンドを実行します。

ステップ 3 メンテナンスまたはアップグレードのタスクを実行します。
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次のタスク

メンテナンスまたはアップグレードのタスクを続行して完了します。レプリケーションスケ

ジュールを再開します。

レプリケーションの再開

HXStorage Clusterのメンテナンスを行うための準備をする際にレプリケーションの構成が適用
済みになっている場合は、レプリケーションアクティビティを一時停止する必要があります。

HXStorageClusterのメンテナンスアクティビティには、ノードの追加または再起動、あるいは
HX Storage Clusterのアップグレードが含まれます。通常、HX Clusterでノードを HXメンテナ
ンスモードにする必要がある場合は、レプリケーションを一時停止して再開します。

アクティビティの完了後、レプリケーションスケジュールを再開します。

始める前に

HXStorage Clusterが一時停止されており、メンテナンスまたはアップグレードのタスクが完了
していることを確認します。

ステップ 1 ストレージコントローラ VMにログインします。

ステップ 2 コマンドラインから stcli dp schedule resumeコマンドを実行します。

すべての保護された仮想マシンの構成済みレプリケーションスケジュールが開始されます。
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