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HXデータ保護スナップショットの概要
HyperFlexデータ保護スナップショット (DPスナップショット)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、災害からの
仮想マシンの保護を有効にすることができます。VMのレプリケーションでは、一方のクラス
で稼働中の保護対象の仮想マシンが、ペアとなっているもう一方のクラスタに複製されます。

ペアにする2つのクラスタは通常、互いに離れたところに位置し、一方のクラスタが他方のク
ラスタで実行中の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リモートクラスタでが回復されること
ができます。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VM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。

最後に複製されたDPスナップショットのみが宛先クラスタに保持されます。追加のDPスナッ
プショットの保持はサポートされていません。

（注）

レプリケーション間隔（スケジュール）を含む保護属性を割り当てることによって、各VM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、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。DPスナップショットの間隔は、5分ご
とから 24時間ごとまでの範囲で設定できます。
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保護グループとは、共通のDPスナップショットスケジュールおよび静止パラメータ値を持つ
VMのグループです。

DPスナップショットの設定には、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。クラスタは両方とも同じ HX Data Platformバージョン
にある必要があります。HyperFlex Connectを使用してセットアップを完了します。。

まず、各クラスタがローカルレプリケーションネットワーク用に設定されます。HX Connect
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。HX Connectでは、専用のローカルレプリケー
ションネットワークを使用するために UCS Managerで VLANを作成します。

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）

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HXConnect
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。

現在アクティブになっているクラスタでHXConnect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アクティ
ビティをモニタすることができます。

障害の後、DPスナップショット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
を回復して実行できます。

レプリケーションとリカバリに関する考慮事項

仮想マシンのレプリケーションの構成時および仮想マシンのディザスタリカバリの実行時に

は、以下にリストする考慮事項があります。

Cisco HXのデータレプリケーションは、ードウェアアクセラレーションカードをインストー
ルした HyperFlexクラスタではサポートされていません。

（注）

•管理者：すべてのレプリケーションおよびリカバリタスク（ただしモニタリングを除く）
は、ローカルクラスタ上の管理者権限によってのみ実行可能です。リモートクラスタに

関連するタスクについては、ローカルおよびリモートの両方のユーザが管理者権限を持っ

ている必要があり、それぞれのクラスタでvCenterSSOで構成されている必要があります。

•最小および推奨帯域幅―HX 4.0(2a)以降では、小規模展開の最小帯域幅を 10 Mbに設定で
きます。レプリケーションネットワークリンクが信頼でき、HyperFlex DRネットワーク
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で設定されているのと同じ最小の対称帯域幅が持続している必要があります。これはアッ

プリンクまたはダウンリンク上のその他のアプリケーションと共有されません。

•最大遅延―サポートされている最大遅延は、2個のクラスタ間で 75msです。

同時に複数のレプリケーションを実行するようにスケジュールしている場合、DRによっ
てサポートされている最大数は 32と帯域幅 (50Mb)は、低遅延 (75ms)です。帯域幅が利
用可能になるまで一部のジョブはエラーが発生する可能性があります。このような状況が

発生した場合、レプリケーションを調整して帯域幅を増加するか、同時並行を減らしま

す。

このような状況の中で、オペレーションを保護しないと予想以上に時間がかかる場合があ

ります。

•ネットワーク損失―2つのサイト間でデータ送信のパケット損失が発生した場合、オペレー
ションは予期しない動作が発生します。送信はこれらの機能が予想通りに機能するように

信頼できる必要があります。

•記憶域：リモートクラスタに DR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、リモートクラスタで使用可能な最

大容量に達する可能性があります。[スペース不足エラー（Out of Space）]が表示される
場合は、スペース不足エラーの処理を参照してください。クラスタ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を一時停止します。

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。

•サポートされるクラスタ：レプリケーションは次の HyperFlexクラスタ間でサポートされ
ています。

•ファブリックインターコネクト下で実行されているHXクラスタ間での 1:1のレプリ
ケーション。

•ファブリックインターコネクト下で実行されているオールフラッシュと Hybrid HX
クラスタ間での 1:1のレプリケーション。

• 3ノードおよび 4ノードHX Edgeと別の 3ノードおよび 4ノードHX Edgeクラスタ間
での 1:1のレプリケーション。

• All Flash 3ノードおよび 4ノード HX Edgeと Hybrid 3ノードおよび 4ノード HX Edge
クラスタ間での 1:1のレプリケーション。

•ファブリックインターコネクト下で実行されている 3ノードおよび 4ノードHXEdge
と HXクラスタ間での 1:1のレプリケーション。

• HXリリース 4.5（2a）以降、2ノード HX Edgeクラスタを使用した 1：1レプリケー
ション。
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•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クラスタ内の
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 VMは、元々保護されてい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

• 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。

保護された仮想マシンのスケーラビリティ

•非HXデータストア：非HXデータストア上にストレージが含まれているVMを保護して
いる場合、このVMでの定期的なレプリケーションは失敗します。障害を回避するには、
VMの保護を解除するか、VMから非HXストレージを削除します。

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
除します。

•テンプレート―テンプレートはディザスタリカバリをサポートしていません。

•スナップショットがある仮想マシンの保護およびリカバリ

レプリケーションが有効な場合:

•スナップショットがない VM: VMの全コンテンツがレプリケートされます。

• VMware Redologスナップショットがある VM:スナップショットデータを含む全コ
ンテンツがレプリケートされます。Redologスナップショットがある VMを回復する
場合、以前のすべてのスナップショットが保持されます。

• HXネイティブスナップショットを備えたVM:最新のデータのみが複製され、HXネ
イティブスナップショットデータはレプリケートされません。VMを回復する場合、
以前のスナップショットは保持されません。

•データ保護のスナップショットは、保護されたVMと同じデータストアに保存されます。
DPスナップショットの手動削除はサポートされていません。スナップショットディレク
トリを削除すると、HXデータ保護とディザスタリカバリが損なわれる可能性がありま
す。

DPスナップショットを手動で削除しないようにするに
は、VMwareが管理者ユーザーによるデータストアの
操作を制限しないことに注意してください。VMware
環境と同様に、vCenterブラウザを介して管理者がアク
セスするか、またはESXホストにログインすることに
よって、データストアにアクセスできます。このため、

スナップショットディレクトリとコンテンツは参照可

能で、管理者がアクセスできます。

注

意
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考慮すべき点は次のとおりです。

• VMware vCenterの場所:「その他のDRO」データストアペアにあるVMware仮想センター
から VMを削除すると、復元中にこのデータストアペアの復元計画が失敗します。この
障害を回避するには、まずコントローラVMのいずれかで次のコマンドを使用してVMの
保護を解除する必要があります。

stcli dp vm delete --vmid

• VMの名前ー vCenterからVMの名前を変更すると、HyperFlexは以前の名前フォルダで回
復しますが、復元側で新しい名前を使用してVMを登録します。次に、この状況の制限事
項の一部を示します。

• VMwareを使用すると、任意の場所にある VMDKを VMに接続できます。このよう
な場合、HyperFlexは VMフォルダ内の VMを回復しますが、元の場所にマップされ
ている場所ではありません。また、VMDKがパスによって virtualmachine name.vmx

ファイルで明示的に参照されている場合、復元が失敗することがあります。データは

正確に復元していますが、vCenterへの VMの登録に問題がある可能性があります。
このエラーを修正するには、virtualmachine name.vmxファイル名を新しいパスで更新

します。

• VMの名前が変更され、その後にVMDKが追加された場合、新しいVMDKは [sourceDs]
newVm/newVm.vmdkで作成されます。HyperFlexは、この VMDKを以前の名前で復
元します。その場合、VMDKがパスによって virtualmachine name.vmx ファイルで明

示的に参照されている場合、復元が失敗することがあります。データは正確に復元し

ていますが、仮想センターへの VMの登録に問題がある可能性があります。このエ
ラーを修正するには、virtualmachine name.vmxファイル名を新しいパスで更新しま

す。

•ネットワークポート：HyperFlexソリューションのコンポーネント通信に必要なポートの
包括的なリストは、『HX Data Platform Security Hardening Guide』の付録Aにあります。

レプリケーションネットワークとペアリングに関する考慮事項

DPスナップショット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、レプリケーションネット

ワークが作成されます。

以下に、レプリケーションネットワークおよびペアリングを設定する際の考慮事項をリストし

ます。

•効率的なレプリケーションをサポートするには、クラスタ間の N x M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ノードと通信する必要
があります。
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•クラスタ間のレプリケーショントラフィックが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できる必要があります。

•レプリケーショントラフィックは、クラスタやデータセンター内の他のトラフィックか
ら分離される必要があります。

•クラスタ間トラフィック用にこの分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、次の手順に従います。

•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NxM接続を確
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、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、TCPポート 9338、3049、9098、4049、4059でクラスタとサイト間の通信を許可し
てください。

• HyperFlexソリューションのコンポーネント通信に必要なポートの包括的なリストは、
『HX Data Platform Security Hardening Guide』の付録 Aに記載されています。

クラスタ間M x N接続

ストレージレプリケーションアダプタの概要

VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM)の Storage Replication Adapter (SRA)は、VMware
vCenterサーバのストレージベンダー特有のプラグインです。アダプタは、ストレージ仮想マ
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シン (SVM)レベルとクラスタレベル設定で。SRMとストレージコントローラ間の通信を可能
にします。アダプタは SVMと通信して、複製されたデータストアを検出します。

SRMのインストールと設定の詳細については、SRMリリースバージョンに従って次のリンク
を参照してください。

• SRM 8.1のインストー
ル:https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/8.1/srm-install-config-8-1.pdf

• SRM 6.5のインストー
ル:https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/6.5/srm-install-config-6-5.pdf

• SRM 6.0のインストー
ル:https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/6.0/srm-install-config-6-0.pdf

保護および復元サイトの両方で、Site Recovery Managerサーバホストに適切な SRAをインス
トールする必要があります。複数のタイプのストレージアレイを使用する場合は、両方のSite
Recovery Managerサーバホストで、各タイプのアレイに SRAをインストールする必要があり
ます。

SRAをインストールする前に、SRMおよび JDK 8以降のバージョンが、保護および復元サイ
トのWindowsマシンにインストールされていることを確認します。

SRAをインストールするには、次の手順を実行します。

1. VMwareサイトから SRAをダウンロードします。

https://my.vmware.com/web/vmware/downloadsページで、VMware Site RecoveryManagerを検
索し、[Download Product (製品のダウンロード)]をクリックします。[Drivers & Tools (ド
ライバおよびツール)]をクリックし、[Storage Replication Adapters (ストレージ複製アダプ
タ)]を展開し、[Go to Downloads (ダウンロードに進む)]をクリックします。

2. SRA Windowsインストーラを、保護および復元サイトの両方で SRMWindowsマシンにコ
ピーします。

3. インストーラをダブルクリックします。

4. インストーラの [Welcome (ようこそ)]ページで [Next (次へ)]をクリックします。

5. EULAに同意して、[Next (次へ)]をクリックします。

6. [Finish]をクリックします。

SRMプログラムフォルダ内に SRAがインストールされます。

C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\storage\sra

（注）

SRAのインストール後に、SRMリリースバージョンに従って次のガイドを参照し、SRM環境
の設定を行います。

• SRM 8.1の設定:https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/8.1/srm-admin-8-1.pdf
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• SRM 6.5の設定:https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/6.5/srm-admin-6-5.pdf

• SRM 6.0の設定:https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/6.0/srm-admin-6-0.pdf

設定後、SRMは SRAと連携してアレイを検出し、複製およびエクスポートされたデータスト
アを検出し、フェールオーバーまたはフェールオーバーのデータストアをテストします。

SRAにより、SRMが次のワークフローを実行できるようにします。

•複製されたストレージの検出

•複製データの書き込み可能コピーを使用した中断フェールオーバーテストの復元

•緊急または計画されたフェールオーバー復元

•フェールバックの一部としてフェールオーバー後に複製を戻す

•実稼働テストの一環として、フェールオーバー後の複製を復元する

データ保護の用語

間隔：レプリケーションスケジュール設定の一部。保護されたVMのDPスナップショットを
取得してターゲットクラスタにコピーする頻度を指定するために使用します。

ローカルクラスタ：VMレプリケーションクラスタペアで、HX Connectを通じて現在ログイ
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
ン保護を設定できます。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。保護されたVMは、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。保護された VMには個別
または保護グループを通じて設定されたレプリケーションスケジュールがあります。

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または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。

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のレプリケートされた DP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つのクラスタで
す。
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レプリケーションペアのクラスタは、リモートクラスタ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
ができます。各クラスタは、自身のレジデントVMに対してローカルです。各クラスタは、ペ
アリング相手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。

DP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の取得され
たスナップショットのタイプで、ローカルクラスタからリモートクラスタにレプリケートさ

れます。

セカンダリクラスタ：VMディザスタリカバリ内のターゲットクラスタの別名。

ソースクラスタ：VMレプリケーションクラスタペアの 1つ。ソースクラスタは、保護され
た VMが置かれる場所となります。

ターゲットクラスタ：VMレプリケーションクラスタペアの 1つ。ターゲットクラスタは、
ソースクラスタの VMからレプリケートされた DPスナップショットを受信します。ソース
クラスタで障害が発生した場合、VMを回復するためにターゲットクラスタが使用されます。

データ保護とディザスタリカバリのベストプラクティス

保護対象の環境に基づく効果的なデータ保護およびディザスタリカバリ戦略の要件は、過大評

価することはできません。設計されて展開されるソリューションは、実稼働 VMのリカバリ
ポイント目標 (RPO)とリカバリ時間の目標 (RTO)の両方のビジネス要件を満たしている必要
があります。次に、この戦略を設計する際に考慮する必要があるポイントの一部を示します。

•ミッションクリティカル、ビジネスクリティカル、および重要な VMを含む可能性のあ
る、さまざまな種類の生産ワークロードに準拠するために必要なサービスレベル契約(SLA)
の数。

•各 SLAの詳細な構造。これには、RPO、RTO、保存されたリカバリポイント数、データ
のオフサイトコピー要件、および異なるメディアタイプにバックアップコピーを保存す

るための要件が含まれます。異なる場所、異なるハイパーバイザ、異なるプライベート/
パブリッククラウドなど、異なる環境に復元する機能などには、追加の要件がある場合が

あります。

•ソリューションが設計されたビジネス要件を満たしていることを証明するために機能する
各 SLAの継続的なテスト戦略。

バックアップとバックアップコピーは、保護されるHyperFlexクラスタの外部に保存する必要
があることに注意してください。たとえば、HyperFlexクラスタ上の VMを保護するために実
行されるバックアップは、同じHyperFlexクラスタでホストされているバックアップリポジト
リまたはディスクライブラリには保存しないでください。

内蔵 HyperFlexデータ保護機能は、次のカテゴリに一般化されています。

•データレプリケーションファクタ: HyperFlexクラスタ内のデータの冗長コピー数を示し
ます。データレプリケーションファクタ 2または 3は、データプラットフォームのイン
ストール時に設定できますが、変更することはできません。データレプリケーションファ

クタの利点は、クラスタで許容される障害の数に関係します。データレプリケーション

ファクタの詳細については、セクションを参照してください。
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データレプリケーションファクタ単独では、クラスタ

の障害が発生した場合や、サイトの拡張が停止した場

合に、リカバリの要件を満たすことができない場合が

あります。また、データレプリケーションファクタ

は、ポイントインタイムリカバリ、複数のリカバリ

ポイントの保持、またはクラスタ外部のデータのポイ

ントインタイムコピーの作成を促進することはありま

せん。

（注）

• HX Nativeスナップショット:個々の VMベースで動作し、一定期間 VMのバージョン保
存を有効にします。HXSENTINELスナップショットを含め、最大合計31のスナップショッ
トを保持できます。

HXNativeスナップショット単独では、珍しいクラスタ
の障害が発生した場合や、サイトの拡張が停止した場

合に、リカバリの要件を満たすことができない場合が

あります。また、HXNativeスナップショットは、クラ
スタの外部にあるデータのポイントインタイムコピー

を作成する機能を促進するものではありません。さら

に重要な点として、VMを意図せずに削除すると、削
除された VMに関連付けられているデータプラット
フォームの HX Nativeスナップショットも削除されま
す。

（注）

•非同期レプリケーション―HX Data Platformディザスタリカバリ機能とも呼ばれ、ネッ
トワークに接続された HyperFlexクラスタのペア間で仮想マシンのスナップショットを複
製することにより、仮想マシンの保護を可能にします。VMのレプリケーションでは、一
方のクラスで稼働中の保護対象の仮想マシンが、ペアとなっているもう一方のクラスタに

複製されます。ペアにする2つのクラスタは通常、互いに離れたところに位置し、一方の
クラスタが他方のクラスタで実行中の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。

リモートクラスタで複数のポイントインタイムコピー

を保持する必要がある場合、非同期レプリケーション

のみリカバリの要件を満たしていない可能性がありま

す。特定のVMの最新のスナップショットレプリカの
みがリモートクラスタに保持されます。また、非同期

レプリケーションは、いずれかのクラスタ外部にある

データのポイントインタイムコピーを作成する機能を

促進するものではありません。

（注）
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まず、環境における固有のビジネス要件を理解し、これらの要件を満たすかそれらを超える包

括的なデータ保護とディザスタリカバリソリューションを展開することをお勧めします。

仮想マシンの保護の概要
仮想マシン (VM)を保護するには、次の保護属性を指定します。

•レプリケーションの DPスナップショットが作成されるレプリケーション間隔。

•開始時刻（次の 24時間以内で、VM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）

• VMを停止した状態で DPスナップショットを取得するかどうかを指定します。静止オプ
ションを適切に使用するには、保護されているVMにVMwareツールがインストールされ
ている必要があります。

•ディザスタリカバリの静止スナップショット用の VMwareゲストツールがサポートされ
ています。最新のVMwareゲストツールサービスをインストールするか、既存のサービス
が最新であることを確認します。

サードパーティ製ゲストツール（open-vm-tools）の使
用は許可されていますが、HXではサポートされてい
ません。

（注）

保護属性を作成し、保護グループに割り当てることができます。VMに保護属性を割り当てる
には、保護属性を保護グループに追加します。

たとえば、ゴールド、シルバー、ブロンズの 3つの異なるSLAがあります。各 SLA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。

VMを保護する方法を次の中から選択できます。

複数の VM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）

• Independently：VMを 1つ選択し、保護を設定します。特定の VM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 VMにのみ影響を与えます。VM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 VM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
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VMに適用されます。保護グループの設定を変更する場合、保護グループのすべての VM
に変更が適用されます。

•新しい保護グループ：2つ以上の VM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 VMに適用されます。保護グ
ループの設定を変更する場合、保護グループのすべての VMに変更が適用されます。

データ保護のワークフロー

レプリケーションを使用して VMとそのデータを保護するには、次の手順を実行します。

•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するように、2つのクラスタを
設定し、お互いがペアになるようにします。

•ソースクラスタに DP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
レプリケートする頻度（間隔）を設定する VMのレプリケーションスケジュールを割り
当てます。個々の VMと保護グループにレプリケーションスケジュールを割り当てるこ
とができます。

レプリケーションワークフロー

1. HXデータプラットフォームをインストールし、2つのクラスタを作成します。

2. 各クラスタに 1つ以上のデータストアを作成します。

3. HX接続にログインします。

4. レプリケーションネットワークを作成する前に、レプリケーションネットワークに使用

される IPアドレス、サブネットマスク、VLAN、ゲートウェイ、および IP範囲を確認
します。複製ネットワークの作成後は、このレプリケーション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. デフォルトのMTU値は 1500です。HyperFlexクラスタがOTVまたはその他のトンネリ
ングメカニズムを使用する場合は、サイト間またはクラスタ間の接続で機能するMTU
を必ず選択します。

6. 各クラスタでクラスタレプリケーションネットワークを設定します。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。

レプリケーションネットワーク専用のサブネット、ゲートウェイ、IPアドレスの範囲、
帯域幅制限を指定します。HXデータプラットフォームはUCSManagerを介して両方の
クラスタの VLANを設定します。

7. クラスタ間のネットワークテストは、レプリケーションネットワークの設定後、クラス

タのノード間の接続を検証するために実行されます。クラスタ間のネットワークテスト

が失敗した場合、レプリケーションネットワーク設定がロールバックされます。問題を

修正した後、レプリケーションネットワークを再設定します。

仮想マシンのディザスタリカバリの管理
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8. レプリケーション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が更

新されていることを確認します。

9. 1つのクラスタから別のクラスタへのレプリケーションペアを作成し、2つのクラスタ
を接続します。レプリケーションペアを作成した後、クラスタ間ペアネットワークのテ

ストを実行し、クラスタ間の双方向接続を検証します。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。

10. オプションで、保護グループを作成できます。

•スケジュールを設定します。各保護グループにスケジュールが 1つ必要です。

•異なる VM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。VMは、1つの保護グループにのみ属すること
ができます。

11. 個々のVMまたは保護グループに割り当てられた仮想マシンとして、保護するVMを選
択します。

12. 保護を設定し、次の手順を実行します。

1. 1つ以上の VMを選択します。[Protect]をクリックします。

2. [VMの保護]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 VMを保護します。

• 1つの VM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 VMを保護します。

•新しい保護グループで複数のVMを保護します。

新しい保護グループを作成して、スケジュールを設定します。

複製ネットワークの設定 HX接続
レプリケーションペアを構成するには、その前に、ローカル/リモートの両方のクラスタでレ
プリケーションネットワークが構成されている必要があります。ローカルクラスタで設定を

完了してから、リモートクラスタにログインして、そこで設定を完了します。

始める前に

複製ネットワークを設定する前に、次の前提条件を満たしていることを確認します

•少なくとも N + 1個の IPアドレスが必要です（Nはコンバージドノードの数）。また、
これらの新しい IPアドレスにまたがる IPサブネット、ゲートウェイ、およびこのサブ
ネットに関連付けられた VLANも必要です。
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•将来のクラスタ拡張に対応するには、今後使用できる十分な数の IPアドレスがサブネッ
トに存在することを確認してください。展開されたクラスタ内の新しいノードには、複製

用の IPアドレスも割り当てる必要があります。前の手順で指定したサブネットは、潜在
的な新しい IP範囲にまたがっている必要があります。

•後で IPプール範囲をネットワークに追加することはできますが、レプリケーションネッ
トワークですでに設定されている IPプールを変更することはできません。

•レプリケーションネットワークに使用する IPアドレスが、他のシステムでまだ使用され
ていないことを確認してください。

•レプリケーションネットワークを作成する前に、レプリケーションネットワークに使わ
れる IPアドレス、サブネット、VLAN、ゲートウェイを確認します。

ステップ 1 管理者権限のユーザーとして HX接続にログインします。

ステップ 2 [Replication] > [Replication Configuration] > [Configure Network]を選択します。

レプリケーションネットワークを構成できるのは 1回のみです。構成後は、使用可能な IPアドレ
スとネットワーク帯域幅を編集できます。

（注）

ステップ 3 [Configure Replication Network]ダイアログボックスのタブで、ネットワーク情報を入力します。

基本的な情報UI要素

このラジオボタンをクリックして、既存の VLANを追加します。

レプリケーションネットワークで使用するために Cisco UCS Manager
を通じて VLANを手動で設定した場合、その VLAN IDを入力しま
す。

[既存の VLANの選択（Select an
existing VLAN）]オプションボタ
ン

このラジオボタンをクリックして、新規 VLANを作成します。[新しいVLANの作成]ラジオボタ
ン
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14

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

複製ネットワークの設定 HX接続



基本的な情報UI要素

上矢印または下矢印をクリックして VLAN IDの番号を選択するか、
フィールドに番号を入力します。

これは、HXデータプラットフォーム管理トラフィックネットワー
クおよびデータトラフィックネットワークとは別です。

レプリケーションペアを構成する HXストレージクラスタ
ごとに、異なる VLAN IDを必ず使用してください。

重要

2つの HXストレージクラスタの間でレプリケーションが行われま
す。各 HXストレージクラスタに、レプリケーションネットワーク
専用の VLANが必要です。

たとえば、 3です。

値を追加すると、デフォルトの VLAN名が更新されて追加の IDが組
み込まれます。VLAN IDの値は、手動で入力される VLAN名には影
響を与えません。

[VLAN ID]フィールド

[Create a new VLAN]ラジオボタンを選択した場合、このフィールド
にはデフォルトの VLAN名が入力されます。VLAN IDは名前に紐づ
けられます。

[VLAN名（VLAN Name）]フィー
ルド

ストレッチクラスタの場合は、プライマリおよびセカンダリ FI（サイト Aとサイト B）のCisco UCS
Managerクレデンシャルを入力します。通常のクラスタの場合は、単一の FIのCisco UCS Managerクレデ
ンシャルを入力します。

Cisco UCS Managerの FQDNまたは IPアドレスを入力します。

たとえば、10.193.211.120とします。

[UCS Managerのホスト IPまたは
FQDN（UCS Manager host IP or
FQDN）]フィールド

Cisco UCS Managerの管理者ユーザ名を入力します。[ユーザ名（Username）]フィール
ド

Cisco UCS Managerの管理者パスワードを入力します。[パスワード（Password）]フィー
ルド

ステップ 4 [Next]をクリックします。

ステップ 5 [IP & Bandwidth Configuration]タブで、ネットワークパラメータとレプリケーション帯域幅を設定しま
す。
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基本的な情報UI要素

レプリケーションネットワークで使用するサブネットを、ネットワー

クプレフィックス表記で入力しますサブネットは HXデータプラッ
トフォーム管理トラフィックネットワークおよびデータトラフィッ

クネットワークとは別です。

Format example:
x.x.x.x/<number of bits>
1.1.1.1/20

[サブネット（Subnet）]フィール
ド

複製ネットワークで使用するゲートウェイ IPアドレスを入力します。
ゲートウェイは、HXデータプラットフォーム管理トラフィックネッ
トワークおよびデータトラフィックネットワークで異なります。

たとえば、1.2.3.4と指定します。

障害復旧が flatネットワーク用に設定されている場合でも、
ゲートウェイIPアドレスにアクセスできる必要があります。

（注）

[ゲートウェイ（Gateway）]フィー
ルド

レプリケーションネットワークで使用する IPアドレス範囲を入力し
ます。

•必要な IPアドレスの最小数は、HXストレージクラスタ内のノー
ド数プラス 1です。

たとえば、4ノード HXストレージクラスタの場合、少なくとも
5つの IPアドレスを含む範囲を入力します。

• [から（from）]の値には、[まで（to）]の値より小さい値を指定
する必要があります。

たとえば、From 10.10.10.20 To 10.10.10.30とします。

•クラスタにノードを追加する計画がある場合は、追加ノードに対
応するのに十分な数の IPアドレスを含めます。IPアドレスはい
つでも追加できます。

IPアドレス範囲には、コンピューティング専用ノードは含
まれません。

（注）

[IP範囲（IP Range）]フィールド

クリックすると、[IP範囲（IP Range）]の [から（From）]および [まで

（To）]フィールドに入力した IPアドレス範囲が追加されます。
[IP範囲の追加（Add IP Range）]
ボタン

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

16

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

複製ネットワークの設定 HX接続



基本的な情報UI要素

複製ネットワークが着信および発信トラフィックに使用できる最大の

ネットワーク帯域幅を入力します。許容値は 33,000 Mbits/秒です。

デフォルト値は[無制限（unlimited）]です。この場合、最大ネットワー

ク帯域幅はネットワークで使用可能な合計帯域幅に設定されます。

レプリケーション帯域幅は、このローカルHXストレージクラスタか
らペアリング相手のリモート HXストレージクラスタにレプリケー
ションスナップショットをコピーする際に使用されます。

（注） •低帯域幅 (通常、50Mbps以下)では、複数のVMを複製
すると、データ転送レートが高くなりすぎてしまい、複

製プロセスを実行することなく終了する可能性がありま

す。この問題を克服するには、帯域幅を増やすか、VM
複製のスケジュールを調整して、VMが同じウィンドウ
で複製されないようにします。

•帯域幅設定は、リンク速度に近い必要があります。ペア
内のクラスタの帯域幅設定は同じである必要がありま

す。

•設定された帯域幅は、帯域幅が設定されているクラスタ
の着信および発信トラフィックにのみ適用されます。た

とえば、帯域幅制限を 100Mbに設定すると、100Mbが
着信トラフィックに対して設定され、100 Mbが発信ト
ラフィックに設定されていることを意味します。

•帯域幅制限の設定は、物理帯域幅を超えないようにする
必要があります。

•設定された帯域幅は、障害復旧環境の両方のサイトで同
じである必要があります。

•許容される低帯域幅は 10Mbで、10Mbでサポートされ
る最大遅延は 75msです。ネットワークの損失や不安定
なHXクラスタが原因でVMの初期レプリケーションが
失敗した場合は、新しいレプリケーションジョブとし

て次のスケジュールで VMレプリケーションが再度開
始されます。この場合、VMを保護するために、スケ
ジュールのサイズを調整する必要があります。

[Set Replication Bandwidth Limit]
チェックボックス
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基本的な情報UI要素

デフォルトのMTU値は 1500です。

レプリケーションネットワークのカスタムMTUサイズを設定する
チェックボックスを選択します。MTUは 1024～ 1500の範囲で設定
できます。

（注） •必ずクラスタの両側で同じMTU値を使用してくださ
い。

•クラスタを設定した後、MTU値を変更する必要がある
場合は、既存のレプリケーションネットワーク設定を

削除する必要があります。レプリケーションネットワー

クは、正しいMTU値で設定できます。

[Set non-default MTU]チェック
ボックス

複製ネットワークに既存の VLANを使用すると、複製ネットワークの設定が失敗します。Cisco
UCS Managerの管理 vNICテンプレートに、自分で作成した複製 VLANを追加する必要がありま
す。

（注）

ステップ 6 [Next]をクリックします。

ステップ 7 [Test Configuration]タブで、複製ネットワーク構成を確認します。

ステップ 8 [構成]をクリックします。

次のタスク

•レプリケーションペアの両方の HXストレージクラスタにレプリケーションネットワー
クを構成してください。

•複製ネットワークがクラスタ上に作成された後、クラスタ上の各統合ノードは、eth2イン
ターフェイス上の IPアドレスで構成されます。

• ‘arping’を使用して重複 IP割り当てを確認してください。
For example:arping -D -b -c2 -I ethX $replicationIP` (replace ethX and $replicationIP
with actual values).

重複 IP割り当てがある場合は、複製ネットワーク割り当てを削除する必要があります。

ローカルレプリケーションネットワークのテスト

クラスタ間のレプリケーションネットワークテストを実行するには、次の操作を実行します。

ステップ 1 HX Connectにログインします。

a) ブラウザで、HXストレージクラスタ管理 IPアドレスを入力します。
https://<storage-cluster-management-ip>に移動します。
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b) 管理者ユーザのユーザ名とパスワードを入力します。
c) [Login]をクリックします。

ステップ 2 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで、[レプリケーション（Replication）]をクリックします。

ステップ 3 [アクション（Actions）]ドロップダウンリストから、[ローカルレプリケーションネットワークのテスト
（Test Local Replication Network）]を選択します。

ステップ 4 [テストを実行（Run Test）]をクリックします。

ステップ 5 [アクティビティ（Activity）]ページで、[レプリケーションネットワークのテスト（TestReplicationNetwork）]
タスクの進行状況を表示できます。

レプリケーションネットワークの編集

構成済みのレプリケーションがあるHXクラスタを展開するときは、レプリケーションネット
ワークに使用できる十分な IPアドレスがあることを確認します。レプリケーションネットワー
クでは、クラスタ内の各ノード 1台に 1つに加えてもう 1つ専用の IPアドレスが必要です。
例えば、3ノードのクラスタでは 4つの IPアドレスが必要です。ノードをもう 1つクラスタに
追加する場合は、少なくとも 5つの IPアドレスが必要です。

IPアドレスを追加するためにレプリケーションネットワークを編集するには、次のタスクを
実行します。

ステップ 1 管理者として HX接続にログインします。

ステップ 2 ナビゲーションペインで、[レプリケーション（Replication）]を選択します。

ステップ 3 [アクション（Actions）]ドロップダウンリストから、[レプリケーションネットワークの編集（EditReplication
Network）]を選択します。

ステップ 4 [ネットワーク設定の編集（Edit Network Configuration）]ダイアログボックスで、使用する IPの範囲を編
集して、レプリケーショントラフィックのレプリケーション帯域幅制限を設定することができます。レプ

リケーションネットワークサブネットおよびゲートウェイは参照用にのみ表示され、編集できません。

基本的な情報UI要素

レプリケーションネットワーク用に設定されているサブネット（ネッ

トワークプレフィックス表記）。この値は編集できません。

[サブネット（Subnet）]フィール
ド

レプリケーションネットワーク用に設定されているゲートウェイ。こ

の値は編集できません。

[ゲートウェイ（Gateway）]フィー
ルド

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

19

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の編集



基本的な情報UI要素

レプリケーションネットワークで使用する IPアドレス範囲を入力し
ます。

•必要な IPアドレスの最小数は、HX Storageクラスタのノード数
プラス 1です。

たとえば、HXストレージクラスタに 4つのノードがある場合、
IP範囲は少なくとも 5つの IPアドレスである必要があります。

• [から（from）]の値には、[まで（to）]の値より小さい値を指定
する必要があります。

たとえば、From 10.10.10.20 To 10.10.10.30とします。

•ただし IPアドレスはいつでも追加できます。

•クラスタにノードを追加する計画がある場合は、追加ノードをカ
バーするのに十分な数の IPアドレスを含めます。

IPアドレス範囲には、コンピューティング専用ノードは含
まれません。

（注）

[IP範囲（IP Range）]フィールド

クリックして、[IP範囲（IP Range）]の [から（From）]および [まで

（To）]フィールドに入力した範囲の IPアドレスを追加します。
[IP範囲の追加（Add IP Range）]
フィールド

レプリケーションネットワークが発信トラフィックに使用できる最大

のネットワーク帯域幅を入力します。

有効な範囲：10〜10,000。デフォルトは unlimitedで、使用可能なレ

プリケーションネットワークの合計に最大ネットワーク帯域幅を設定

します。

レプリケーション帯域幅は、このローカル HXストレージクラスタ
から、ペアになっているリモート HXストレージクラスタに DPス
ナップショットをコピーするのに使用されます。

[レプリケーション帯域幅制限の設
定（Set replication bandwidth limit）]
チェックボックス（オプション）

ステップ 5 [Save Changes]をクリックします。

これでレプリケーションネットワークが更新されます。追加したレプリケーションネットワー

ク IPアドレスは、ストレージクラスタに追加された場合に新しいノードで使用できるように
なります。レプリケーショントラフィックは、帯域幅制限に対する変更に合わせて調整されま

す。
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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。
2つのHXクラスタをペアリングした後、リモートクラスタのデータストアをローカルクラス
タのデータストアにマッピングします。

HXクラスタ 1のデータストア Aを HXクラスタ 2のデータストア Bにマッピングすると、
データストアAに常駐し、HXクラスタ 2のデータストア Bにレプリケートされるように設定
されたHXクラスタ 1上のすべてのVMが有効になります。同様に、データストアBに常駐す
るクラスタ 2上の任意の VMでは、レプリケーションの対象として設定される場合、HXクラ
スタ 1のデータストア A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。クラスタは、他のクラスタのうち 1つとだけペアリ
ング可能です。

マッピングは厳密な 1対1の関係です。ペアになっている HXクラスタ上の 1つのデータスト
アは、他のHXクラスタ上の 1つのデータストアのみマッピングできます。複数のマッピング
されたデータストアが存在する可能性があることに注意してください。たとえば、HXクラス
タ 1のデータストア Aは HXクラスタ 2のデータストア Bにマッピングされ、HXクラスタ 1
のデータストア Cは HXクラスタ 2のデータストア Dにマッピングされます。

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
クラスタはローカルクラスタで、ペアの最初の片方です。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クラスタを識別します。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クラスタのデータストアに
マップします。複製ペアが設定され、少なくともデータストアの 1つのペアがマップされた
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。

異なる HXDPバージョンでクラスタをペアリングまたはデータストアをマッピングする場合
は、3.5 HXクラスタでクラスタペアリングを開始し、その後 3.0 HXクラスタからデータスト
アマッピングを開始する必要があります。

•クラスタペアリングは、3.5 HXクラスタから 3.0 HXクラスタに対してのみ開始する必要
があります。

•データストアマッピングは、3.0 HXクラスタから 3.5 HXクラスタに対してのみ開始する
必要があります。

重要
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HXクラスタをペアリングするときに、クラスタ ステータスまたはログで考えられる解決策を確認すると

いうエラーが表示されたら、次のコマンドを実行してペアリングが成功したかどうかを確認し

ます。

stcli dp peer list

ペアリングが成功しない場合は、ログで解決策を確認してください。

（注）

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 HX接続から、管理者権限を持つユーザーとしてローカルまたはリモート HXクラスタのいずれかにログ
インし、次のうちいずれかを実行します。

a) 始めてクラスタペアリングを行う場合、[Replication (レプリケーション)] > [Pair Cluster (クラスタの
ペアリング)]を選択します。

b) [Replication (レプリケーション)] > [Create Replication Pair (レプリケーションペアの作成)]を選択しま
す。

[Create Replication Pair (複製ペアの作成)]オプションは、すべての VMの保護を解除し、すべての依
存関係を削除した後に、既存の複製ペアを削除するときにのみ有効です。

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ストレージクラスタ間のレプリケーションペアリングの名前を入力します。この名前は、ロー
カルクラスタとリモートクラスタの両方に設定されます。この名前は変更できません。

ステップ 3 [リモート接続（Remote Connection）]の IDを入力し、[ペア（Pair）]をクリックします。

基本的な情報UI要素

リモート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。たとえば、10.10.10.10とします。

[管理 IPまたは FQDN
（Management IP or FQDN）]
フィールド

リモート HXクラスタの vCenterシングルサインオンまたはクラスタ
固有の管理者クレデンシャルを入力します。

[ユーザ名（User Name）]および
[パスワード（Password）]フィー
ルド

HXデータプラットフォームはリモート HXクラスタを確認し、レプリケーションペア名を割り当てま
す。

クラスタペアのテストジョブが成功したら、次の手順に進むことができます。[アクティビティ（Activity）]
ページで、クラスタペアのテストジョブの進行状況を表示できます。
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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）

ステップ 4 [Next]をクリックします。

[Create New Replication Pair (新規複製ペアの作成)]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 HXデータプラットフォーム障害復旧機能を使用して VMを保護するには、[Native Protection (ネイティ
ブ保護)]をクリックし、次を行います。

a) [Local Datastore (ローカルデータストア)]列には、ローカル HXストレージクラスタに設定されてい
るデータストアのリストが表示されます。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。

b) [Remote datastore (リモートデータストア)]プルダウンメニューから、ローカルデータストアとペア
リングする必要があるデータストアを選択します。

c) [Map Datastore (データストアのマッピング)]をクリックします。

[キャンセル (cancel)]をクリックしてデータストアマッピングをキャンセルすることを選択した場合は、
[レプリケーション (Replication)]ダッシュボードで [データストア (datastore )]にマッピングされている
マップデータストアを使用して、データストアを後でマッピング

ローカルデータストアの選択を変更するには:

1. [Remote Datastore (リモートデータストア)]プルダウンメニューから、[Do not map this datastore (こ
のデータストアにマップしない)]を選択して、現在のローカルデータストアからマッピングを削除し
ます。

2. [Remote datastore (リモートデータストア)]プルダウンメニューから、ローカルデータストアとペア
リングするデータストアを選択します。

•選択したデータストア上に、保護する仮想マシンが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。

•ペアリングされた別のデータストアへの仮想マシンの移動は、サポートされています。VM
がペアリングされていないデータストアに移動されると、レプリケーション操作が失敗しま

す。

（注）

ローカルデータストアがリモートデータストアにマップされると、対応するローカルデータス

トアが [Other DRO Protection (その他の DRO保護)]に表示されません。
（注）

ステップ 6 Disaster recovery orchestrator (DRO)で SRMを使用して VMを保護するには、[Other DRO Protection (その
他の DRO保護)]をクリックし、次の手順を実行します。

a) [Local Datastore (ローカルデータストア)]列には、ローカルHXクラスタに設定されているペアリング
されていない設定済みのデータストアのリストが表示されます。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。

b) [Remote datastore (リモートデータストア)]プルダウンメニューから、ローカルデータストアとペア
リングする必要があるデータストアを選択します。
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c) [Direction (方向)]プルダウンメニューから、マップされたデータストアの VM移動の方向として
[Incoming (着信)]または [Outgoing (発信)]を選択します。

d) [Protection Schedule (保護スケジュール)]プルダウンメニューから、データストアですべてのVMを保
護するスケジュールを選択します。

e) [Map Datastore (データストアのマッピング)]をクリックします。

[キャンセル (cancel)]をクリックしてデータストアマッピングをキャンセルすることを選択した場合は、
[レプリケーション (Replication)]ダッシュボードで [データストア (datastore )]にマッピングされている
マップデータストアを使用して、データストアを後でマッピング

新しいVMが保護データストアに追加されると、新しく追加されたVMもCisco HyperFlexによっ
て保護されます。

（注）

[Other DRO Protection (その他の DRO保護)]の下で編集された複製ペアは、SRMに表示されま
す。

（注）

次のタスク

仮想マシンの保護ステータスを確認するには、次のいずれかを実行します。

• [Virtual Machines (仮想マシン)]をHX接続からクリックします。これにより、保護ステー
タスとともにローカルクラスタ上の仮想マシンのリストが表示されます。VMが SRMに
よって保護されている場合、ステータスは [Protected (by other DRO) (保護済み (その他の
DRO))]として表示されます。

[Virtual Machine (仮想マシン)]ページでは、SRMに
よって保護された VMのステータスが、最初の自動保
護サイクルが完了するまで非保護として表示されます。

その後、これらの VMを手動で保護することは推奨さ
れません。

（注）

• [Replication (複製)] をHX接続からクリックします。

• [Local VMs (ローカル VM)]タブの [Protected Group (保護グループ)]をクリックして、保
護グループ内で保護されている VMを表示します。[Local VMs (ローカル VM)]の [Other
DRO (その他のDRO)]をクリックして、SRMによって保護されているVMを表示します。

• [Replication (複製)]をHX接続からクリックします。[Replication Activity (複製アクティビ
ティ)]をクリックして、保護された VMの複製アクティビティのステータスを表示しま
す。VMが SRMによって保護されている場合、ステータスは [Protected (by other DRO)
(保護済み (その他の DRO))]として表示されます。
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リモートレプリケーションネットワークのテスト

リモートレプリケーションネットワークのクラスタ間でペアリングをテストするには、次の

操作を実行します。

ステップ 1 HX Connectにログインします。

a) ブラウザで、HXストレージクラスタ管理 IPアドレスを入力します。
https://<storage-cluster-management-ip>に移動します。

b) 管理者ユーザのユーザ名とパスワードを入力します。
c) [Login]をクリックします。

ステップ 2 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで、[レプリケーション（Replication）]をクリックします。

ステップ 3 [アクション（Actions）]ドロップダウンリストから、[リモートレプリケーションネットワークのテスト
（Test Remote Replication Network）]を選択します。

説明フィールド

デフォルトのMTU値は 1500です。MTUは 1024～
1500の範囲で設定できます。

（注） •クラスタを設定した後、MTU値を変
更する必要がある場合は、既存のレプ

リケーションネットワーク設定を削

除する必要があります。レプリケー

ションネットワークは、正しいMTU
値で設定できます。必ずクラスタの両

側で同じMTU値を使用してくださ
い。

MTUテスト値（MTU Test Value）

ステップ 4 [テストを実行（Run Test）]をクリックします。

ステップ 5 [アクティビティ（Activity）]ページで、[レプリケーションペアネットワークのチェック（Replication Pair
Network Check）]タスクの進行状況を表示できます。

マップされたデータストア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。

ステップ 1 管理者として HX接続にログインします。

ステップ 2 [Replication (複製)] > [Replication Pairs (複製ペア)]を選択します。

ステップ 3 編集する必要がある複製ペアを選択し、[Edit (編集)]をクリックします。

[Edit Replication Pair (複製ペアの編集)]ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 4 HXデータプラットフォーム障害復旧機能を使用して VMを保護するには、[Native Protection (ネイティ
ブ保護)]をクリックし、次を行います。

a) [Local Datastore (ローカルデータストア)]列には、ローカル HXストレージクラスタに設定されてい
るデータストアのリストが表示されます。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。

b) [Remote datastore (リモートデータストア)]プルダウンメニューから、ローカルデータストアとペア
リングする必要があるデータストアを選択します。

c) [Map Datastore (データストアのマッピング)]をクリックします。

ローカルデータストアの選択を変更するには:

1. [Remote Datastore (リモートデータストア)]プルダウンメニューから、[Do not map this datastore (こ
のデータストアにマップしない)]を選択して、現在のローカルデータストアからマッピングを削除し
ます。

2. [Remote datastore (リモートデータストア)]プルダウンメニューから、ローカルデータストアとペア
リングするデータストアを選択します。

ローカルデータストアがリモートデータストアにマップされると、対応するローカルデータス

トアが [Other DRO Protection (その他の DRO保護)]に表示されません。
（注）

ステップ 5 Disaster recovery orchestrator (DRO)で SRMを使用して VMを保護するには、[Other DRO Protection (その
他の DRO保護)]をクリックし、次の手順を実行します。

a) [Local Datastore (ローカルデータストア)]列には、ローカルHXクラスタに設定されているペアリング
されていない設定済みのデータストアのリストが表示されます。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。

b) [Remote datastore (リモートデータストア)]プルダウンメニューから、ローカルデータストアとペア
リングする必要があるデータストアを選択します。

c) [Direction (方向)]プルダウンメニューから、マップされたデータストアの VM移動の方向として
[Incoming (着信)]または [Outgoing (発信)]を選択します。

d) [Protection Schedule (保護スケジュール)]プルダウンメニューから、データストアですべてのVMを保
護するスケジュールを選択します。

e) [Map Datastore (データストアのマッピング)]をクリックします。

保護されたデータストアに追加された新しい VMも保護されます。（注）

[Other DRO Protection (その他の DRO保護)]の下で編集された複製ペアは、SRMに表示されま
す。

（注）

次のタスク

仮想マシンの保護ステータスを確認するには、次のいずれかを実行します。

• [Virtual Machines (仮想マシン)]をHX接続からクリックします。これにより、保護ステー
タスとともにローカルクラスタ上の仮想マシンのリストが表示されます。VMが SRMに
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よって保護されている場合、ステータスは [Protected (by other DRO) (保護済み (その他の
DRO))]として表示されます。

[Virtual Machine (仮想マシン)]ページでは、SRMに
よって保護された VMのステータスが、最初の自動保
護サイクルが完了するまで非保護として表示されます。

その後、これらの VMを手動で保護することは推奨さ
れません。

（注）

• [Replication (複製)] をHX接続からクリックします。

• [Local VMs (ローカル VM)]タブの [Protected Group (保護グループ)]をクリックして、保
護グループ内で保護されている VMを表示します。[Local VMs (ローカル VM)]の [Other
DRO (その他のDRO)]をクリックして、SRMによって保護されているVMを表示します。

• [Replication (複製)]をHX接続からクリックします。[Replication Activity (複製アクティビ
ティ)]をクリックして、保護された VMの複製アクティビティのステータスを表示しま
す。VMが SRMによって保護されている場合、ステータスは [Protected (by other DRO)
(保護済み (その他の DRO))]として表示されます。

レプリケーションペアの削除

ローカルクラスタとリモートクラスタでレプリケーションペアを削除します。

[レプリケーション（Replication）] > [レプリケーションペア（Replication Pairs）] > [削除
（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HX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。

ローカルおよびリモートのHXストレージクラスタにログインして、次の手順を実行します。

•すべての仮想マシンの保護を解除します。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。保護グループにVMがない場合、保護グループの削除は必要
ありません。

ステップ 1 管理者として HX接続にログインします。

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) [レプリケーション（Replication）] > [レプリケーションペア（Replication）] > [編集（Edit）]を選択
します。

クラスタペアのテストジョブが成功したら、次の手順に進むことができます。[アクティビティ
（Activity）]ページで、クラスタペアのテストジョブの進行状況を表示できます。
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b) [レプリケーションペアの編集（Edit Replication Pair）]ダイアログボックスで、[リモートデータスト
ア（Remote Datastore）]メニューから [このデータストアをマップしない（Do not map this datastore）]
を選択します。

基本的な情報UI要素

このクラスタ、ローカルHXクラスタであるこのクラスタに構成さ
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。

[ローカルデータストア（Local
Datastore）]カラム

HXクラスタ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 (リモートデータストア)]列のプルダウンメ
ニューで、[Do not map this datastore (このデータストアをマッ
プしない)]を選択します。

2. 該当する [ローカルデータストア（Local Datastore）]行で、
[リモートデータストア（RemoteDatastore）]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。

[リモートデータストア（Remote
Datastore）]カラム

c) すべての可能なリモートデータストアが、[このデータストアをマップしない（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 [レプリケーション（Replication）] > [レプリケーションペア（Replication Pairs）] > [削除（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資格情報を入力し、[削除（Delete）]をクリックします。

基本的な情報UI要素

リモート HXストレージクラスタの管理者ユーザ名を入力します。[ユーザ名（UserName）]フィール
ド

リモートHXストレージクラスタの管理者パスワードを入力します。[パスワード（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スケジュールと VMwareツール休止設定の VMのグ
ループです。
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保護グループは、管理ユーザーがログオンしているHXクラスタに作成されます。保護グルー
プは、特定の保護グループのメンバーである VMを保護します。保護グループがリモートク
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HXConnect
にリストされます。

保護グループの管理は、作成されたローカルクラスタからのみ実行できます。（注）

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されていることを確
認します。

•最新の Vmwareゲストツールサービスをインストールするか、既存のサービスが最新で
あることを確認します。

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 [レプリケーション（Replication）] > [保護グループ（Protection Groups）] > [保護グループの作成（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。

基本的な情報UI要素

この HX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、HX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 HXクラスタでは編集できません。各
HXクラスタには複数の保護グループを作成できます。

[保護グループ名（Protection
Group Name）]フィールド

ペアになっているクラスタに仮想マシンをレプリケートする頻度を選

択します。

プルダウンメニューオプション: 5分、15分、30分、1時間、90分、
2時間、4時間、8時間、12時間、24時間デフォルト値は1時間です。

[このグループの仮想マシンを次の
間隔で保護（Protect virtual
machines in this group every）]
フィールド

この保護グループに最初の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には、このオプションボタンを選択しま

す。

[仮想マシンの保護をすぐに開始
（Start protecting the virtual
machines immediately）]オプショ
ンボタン
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基本的な情報UI要素

最初のレプリケーション操作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前に、次のことを確認してください。

•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。

保護の開始時間を指定するには、次の手順に従います。

1. [仮想マシンの保護の開始時間（Start protecting the virtual machines
from）]オプションボタンをオンにします。

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

[クラスタのタイムゾーン（Cluster time zone）]と [クラスタの現在時
刻（Current time on cluster）]を参照すると、適切なレプリケーショ
ンの開始時刻を選択するのに役立ちます。開始時間は、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。

クラスタの現在時刻が午後 1:56:15である場合、「現在から 10時間 3
分後」は、午後 11:59:00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。

[現在からの時間と分（hours, minutes from now）]は、最初のレプリ
ケーションがいつ行われるかを示します。これは、[時刻（time）]
フィールドの設定値を変更すると更新されます。

[仮想マシンの保護の開始時間
（Start protecting the virtual
machines from）]オプションボタ
ン

静止 DPスナップショットを作成するには、このチェックボックスを
オンにします。このチェックボックスをオフのままにすると、一貫性

のある DPスナップショットがクラッシュします。

この設定は、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ツールを使用して仮想マ
シンを休止する（Use VMware
Tools to quiesce the virtual
machine）]チェックボックス

ステップ 4 [保護グループの作成（Create Protection Group）]をクリックします。

HXデータプラットフォームで [保護グループ（Protection Group）]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 [レプリケーション（Replication）] > [保護グループ（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の数を 0にする場合は、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。
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保護グループの編集

保護グループで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。保護グ

ループを編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 管理者として HX接続にログインします。

ステップ 2 [複製（Replication）] > [保護グループ（Protection Groups）] > [スケジュールの編集（Edit Schedule）]を
選択します。

ステップ 3 ダイアログフィールドの情報を編集します。

基本的な情報UI要素

プルダウンリストを使用して、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。

リストの値: 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

[このグループの仮想マシンを次の
間隔で保護（Protect virtual
machines in this group every）]
フィールド

停止した DPスナップショットを作成するには、このチェックボック
スをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフに

なっています。チェックボックスをオフのままにすると、クラッシュ

の整合性のある DPスナップショットが取得されます。

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ツールを使用して仮想マ
シンを休止する（Use VMware
Tools to quiesce the virtual machine）]
チェックボックス

ステップ 4 [変更を保存（Save Changes）]をクリックして、保護グループの間隔と VMwareツールの静止設定を保存
します。間隔の頻度を確認するには、[保護グループ（Protection Groups）]タブを参照してください。

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 [レプリケーション（Replication）] > [保護グループ（Protection Groups）] > protection_group_nameを選択
します。

ステップ 2 [削除（Delete）]をクリックします。確認ポップアップで、[削除（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。
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既存の保護グループを使用する：1つまたは複数の仮想マシンを選択し、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 管理者権限で HX接続にログインし、[仮想マシン（Virtual Machines）]を選択します。

これによりローカル HX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つまたは複数の保護されていない VM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 [保護（Protect）]をクリックします。

[仮想マシンの保護（Protect Virtual Machines）]ウィザードの、[保護グループ（Protection Group）]ペー
ジが表示されます。

ステップ 4 [既存の保護グループに追加（Add to an existing protection group）]ラジオボタンをクリックします

基本的な情報UI要素

[名前（Name）]で、選択した仮想マシンを確認します。

[プロふぃじょ二ング済みのストレージ（Storage Provisioned）]と [使
用済みのストレージ（Storage Used）]を使用して、リモートHXクラ
スタに利用可能な十分なリソースがあることを確認します。

[保護パラメータの設定（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、選択済みのVMに適用
されます。

[既存の保護グループに追加（Add
to an existing protection group）]
オプションボタン

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、各クラスタに固有です。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。各クラスタ

には複数の保護グループを作成できます。

[新しい保護グループの作成
（Create a new protection group）]
オプションボタン

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、[次へ（Next）]をクリックします

選択した保護グループに、必要なスケジュール間隔が設定されていることを確認します。

[仮想マシンの保護（Protect Virtual Machines）]ウィザードの、[概要（Summary）]ページが表示されま
す。
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ステップ 6 [概要（Summary）]ページの情報を確認し、[保護グループに追加（Add to Protection Group）]をクリッ
クします。

選択した VMが保護グループに追加されます。[レプリケーション（Replication）]または [仮想マシン
（Virtual Machines）]ページを表示して、1つまたは複数の VMが保護グループに追加されていることを
確認します。

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ー VM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、開始時間、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 管理者権限で HX接続にログインし、[仮想マシン（Virtual Machines）]を選択します。

これによりローカル HX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つまたは複数の保護されていない VM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 [保護（Protect）]をクリックします。

[仮想マシンの保護（Protect Virtual Machines）]ウィザードの、[保護グループ（Protection Group）]ペー
ジが表示されます。

ステップ 4 [新しい保護グループを作成（Create a new protection 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、[次へ（Next）]をクリックします。

[保護スケジュール（Protection Schedule）]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、[次へ（Next）]をクリックします。

基本的な情報UI要素

ペアになっているクラスタに仮想マシンをレプリ

ケートする頻度を選択します。デフォルト値は 1時
間ごとです。

[このグループの仮想マシンを次の間隔で保護
（Protect virtual machines in this group every）]
フィールド
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基本的な情報UI要素

この保護グループに最初の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に

は、このオプションボタンを選択します。

[仮想マシンの保護をすぐに開始（Start protecting
the virtual machines immediately）]オプションボタ
ン

最初のレプリケーションを開始する具体的な時間を

設定するには、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、次の要件が満たさ

れる必要があります。

•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。

保護の開始時間を指定するには、次の手順に従いま

す。

1. [仮想マシンの保護の開始時間（Start protecting
the virtual machines from）]オプションボタン
をオンにします。

2. [時刻（time）]フィールドをクリックし、時間
と分を選択します。時刻を選択した後、フィー

ルドの外をクリックします。

[現在からの時間と分（hours, minutes from now）]
は、最初のレプリケーションがいつ行われるか

を示します。これは、[時刻（time）]フィール
ドの設定値を変更すると更新されます。

[クラスタのタイムゾーン（Cluster time zone）]と
[クラスタの現在時刻（Current time on cluster）]を
参照すると、適切なレプリケーションの開始時刻を

選択するのに役立ちます。開始時間は、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。

クラスタの現在時刻が午後1:56:15である場合、「現
在から 10時間 3分後」は、午後 11:59:00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。

[仮想マシンの保護の開始時間（Start protecting the
virtual machines from）]オプションボタン
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基本的な情報UI要素

静止 DPスナップショットを取得するには、チェッ
クボックスをオンにします。チェックボックスをオ

フにすると、クラッシュ整合性のある DPスナップ
ショットが作成されます。このチェックボックス

は、デフォルトでオフになっています。

この設定は、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ツールを使用して仮想マシンを休止する
（Use VMware Tools to quiesce the virtual machine）]
チェックボックス

[仮想マシンの保護（Protect Virtual Machines）]ウィザードの、[概要（Summary）]ページが表示されま
す。

ステップ 6 [概要（Summary）]ページの情報を確認し、[保護グループに追加（Add to Protection Group）]をクリッ
クします。

サマリーの内容を確認し、選択した仮想マシンに適用する設定を確定します。

•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

選択した VMが保護グループに追加されます。[レプリケーション（Replication）]または [仮想マシン
（Virtual Machines）]ページを表示して、VMが保護グループに追加されていることを確認します。

個別の仮想マシンの保護

このタスクでは、仮想マシン（VM）を保護する方法について説明します。

• [Independently]：1つの VMを選択し、保護を設定します。特定の VMのレプリケーショ
ンスケジュールおよび VMwareツール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VMにのみ影響を与えます。VMは保
護グループのメンバーではありません。

•既存の保護グループー 1つ以上の VM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
VMに適用されます。保護グループの設定を変更する場合、保護グループのすべての VM
に変更が適用されます。
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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します。

ステップ 1 管理者権限で HX接続にログインし、[仮想マシン（Virtual Machines）]を選択します。

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 [保護（Protect）]をクリックします。

[仮想マシンの保護（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。

基本的な情報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。

その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。[仮想マシンの保護（Protection Virtual
Machine）]をクリックします。

[既存の保護グループに追加（Add
to an existing protection group）]
オプションボタン

この VM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。

[この仮想マシンを個別に保護
（Protect this virtual machine
independently）]オプションボタ
ン

プルダウンリストから、ペアになっているクラスタに仮想マシンをレ

プリケートする頻度を選択します。

リストの値: 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

[この仮想マシンを次の間隔で保護
（Protect this virtual machine
every）]フィールド

この保護グループに最初の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には、このオプションボタンを選択しま

す。

[仮想マシンの保護をすぐに開始
（Start protecting the virtual
machines immediately）]オプショ
ンボタン
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基本的な情報UI要素

最初のレプリケーションを開始する具体的な時間を設定するには、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

の要件が満たされる必要があります。

•少なくとも 1つの VMが保護グループに追加されます。

•スケジュールされた開始時刻に達している。

保護の開始時間を指定するには、次の手順に従います。

1. [仮想マシンの保護の開始時間（Start protecting the virtual machines
from）]オプションボタンをオンにします。

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

[現在からの時間と分（hours, minutes from now）]は、最初のレプ
リケーションがいつ行われるかを示します。これは、[時刻（time）]
フィールドの設定値を変更すると更新されます。

[クラスタのタイムゾーン（Cluster time zone）]と [クラスタの現在時
刻（Current time on cluster）]を参照すると、適切なレプリケーショ
ンの開始時刻を選択するのに役立ちます。開始時間は、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。

クラスタの現在時刻が午後 1:56:15である場合、「現在から 10時間 3
分後」は、午後 11:59:00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。

[仮想マシンの保護の開始時間
（Start protecting the virtual
machines from）]オプションボタ
ン

静止 DPスナップショットを取得するには、チェックボックスをオン
にします。チェックボックスをオフにすると、クラッシュ整合性のあ

る DPスナップショットが作成されます。このチェックボックスは、
デフォルトでオフになっています。

この設定は、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ツールを使用して仮想マ
シンを休止する（Use VMware
Tools to quiesce the virtual
machine）]チェックボックス

ステップ 5 [仮想マシンの保護（Protect Virtual Machine）]をクリックします。

仮想マシンの状態は、[仮想マシン（Virtual Machine）]ページと [レプリケーション（Replication）]ペー
ジで更新されます。[レプリケーション（Replication）]ページで、個々の VMとして保護されている VM
の保護グループが表示されないことに注意してください。

この VMのレプリケーションが有効になりました。
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仮想マシンの保護の解除

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、VM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（52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接続にログインします。

ステップ 2 [仮想マシン（Virtual Machines）]を選択します。

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。

VMは一度に 1つの VMで保護解除できます。

ステップ 4 [保護を解除（Unprotect）]をクリックし、クリックして確認します。

仮想マシンの状態が、[保護（protected）]から [非保護（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、

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リカバリのテストー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ーターゲット (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。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。

計画的移行ー計画的移行を実行すると、レプリケーションスケジュールが一時停止され、DP
スナップショットが作成および複製され、ターゲットで回復されます。ソースからターゲット

に所有権をスイッチし、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および再保護—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、新しいクラスタに回復した VMを保護できます。
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リカバリ設定

リカバリ設定では、リカバリサイト間でのリソースのグローバルリカバリパラメータとマッ

ピングを定義できます。リカバリ中に使用されるフォルダ、ネットワーク、またはリソース

プールのパラメータを設定し、リカバリおよび移行操作を実行できます。グローバルリカバリ

設定が設定されていない場合は、リカバリ時に個々のVMを明示的にマッピングする必要があ
ります。

ステップ 1 管理者として HX接続にログインし、次のいずれかを実行します。

a) リカバリ設定を初めて設定する場合は、[Replication (レプリケーション)] > [Configure (設定)]を選択し
ます。

b) [Replication (レプリケーション)]を選択し、[Recovery Settings (リカバリ設定)]の横にある [Actions (ア
クション)]をクリックします。[Actions (アクション)]ドロップダウンリストから、[Edit (編集)]を選択
します。

ステップ 2 [Recovery Settings (リカバリ設定)]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明フィールド

デフォルトでは、このオプションは [Off (オフ)]に
なっています。選択したオプションに従って、回復

した VMの電源がオンになります。

[Virtual Machine Power State (仮想マシンの電力状
態)]オプションボタン

テストリカバリ後に仮想マシンに追加するプレ

フィックスを入力します。プレフィックスは、リ

ソースのタイプとコンテキストを識別するのに役に

立ちます。

[Test Virtual Machine Name Prefix (仮想マシン名の
プレフィックステスト)]フィールド

リカバリ、テストリカバリ、または移行時に設定の

概要を確認するプロンプトを表示するには、[Normal
Mode (通常モード)]を選択します。確認プロンプト
を表示しないようにするには、[Silent Mode (サイレ
ントモード)]を選択します。サイレントモードを選
択すると、サイレントモードのデフォルトの動作に

ついて説明する確認ウィンドウが表示されます。サ

イレントモードのデフォルトの動作に同意する場合

は、[OK]をクリックします。

[Notification Setting (通知設定)]オプションボタン
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説明フィールド

リカバリ、テストリカバリ、移行操作のために、保

護されたサイトのリソースをリモートサイトのリ

ソースにマッピングします。

テストリカバリ設定のリカバリ設定のリソースマッ

ピングを使用するには、[Same As Recovery
configuration (リカバリ設定と同じ)]チェックボック
スをオンにします。

[Add Rule (ルールの追加)]をクリックして、もう 1
つのリソースプールマッピングを追加します。ルー

ルを削除するには、アイコンをクリックします。

ルールを編集するには、ルールを削除し、更新され

たルールを新しいルールとして追加します。

[Resource Pool (リソースプール)]領域

リカバリ、テストリカバリ、移行操作のために、保

護されたサイトのフォルダをリモートサイトのフォ

ルダにマッピングします。

テストリカバリ設定のリカバリ設定のフォルダマッ

ピングを使用するには、[Same As Recovery
configuration (リカバリ設定と同じ)]チェックボック
スをオンにします。

[Add Rule (ルールの追加)]をクリックして、もう 1
つのフォルダプールマッピングを追加します。ルー

ルを削除するには、アイコンをクリックします。

ルールを編集するには、ルールを削除し、更新され

たルールを新しいルールとして追加します。

[Folder (フォルダ)]領域

リカバリ、テストリカバリ、移行操作のために、保

護されたサイトのネットワークをリモートサイトの

ネットワークにマッピングします。

テストリカバリ設定のリカバリ設定のネットワーク

マッピングを使用するには、[Same As Recovery
configuration (リカバリ設定と同じ)]チェックボック
スをオンにします。

[Add Rule (ルールの追加)]をクリックして、もう 1
つのネットワークプールマッピングを追加します。

ルールを削除するには、アイコンをクリックしま

す。ルールを編集するには、ルールを削除し、更新

されたルールを新しいルールとして追加します。

[Network (ネットワーク)]領域

ステップ 3 [Save（保存）]をクリックします。
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リカバリ設定が正常に保存されると、[Replication (レプリケーション)]ページの [recovery settings (リカバ
リ設定)]フィールドに、通知設定モードとともに次のいずれかのステータスが表示されます。

•部分的に設定:このステータスは、いずれかのリソースに対してリカバリマッピングを設定していな
い場合、または設定されているマッピングのいずれかが無効な場合に表示されます。

• [設定済み:このステータスは、すべてのリカバリ設定が有効になっている場合に表示されます。

[RECOVERY SETTINGS (復元設定)]フィールドには、最後に検証された結果が表示されます。
リカバリのためにルールが作成されると、定期的な自動検証は行われません。ただし、検証ジョ

ブを実行して、リカバリ設定に存在するルールの有効性を確認することができます。

[Activity (アクティビティ)]ページの検証ジョブの概要で、[Recovery Settings (リカバリ設定)]ペー
ジの検証結果を確認するようにユーザーに通知します。

（注）

リカバリ設定を構成した後、[Actions (アクション)]ドロップダウンリストから [ValidateRecovery
Settings (リカバリ設定の検証)を選択して、リカバリ設定を確認できます。リカバリ設定検証
メッセージが正常に開始されたことが表示されます。[RECOVERYSETTINGS(リカバリ設定)]
フィールドには、最後の検証のタイムスタンプが表示されます。検証の進行状況をモニタする

には、[Activity (アクティビティ)]タブをクリックします。通常の通知設定モードでは、仮想マ
シンのリカバリ、リカバリテスト、移行中に、設定されたリカバリ設定が表示されます。

[Modify recovery configuration for current operation (現在の動作のリカバリ設定を変更する)]
チェックボックスをオンにすることで、リカバリ設定を表示し、必要に応じて編集できます。

ただし、リカバリ設定の変更は現在の操作にのみ適用され、変更はグローバルリカバリ設定で

は更新されません。

ディザスタリカバリ操作の互換性マトリックス

次の互換性マトリックスに、HXデータプラットフォームバージョン 3.5(x)のクラスタが HX
データプラットフォームバージョン 3.5(x)または 3.0(1x)とペアリングされるときにサポート
される DR操作を示します。

3.0(1x)とペアリングされる
3.5(x)

3.5(x)とペアリングされる3.5(x)機能

√√複製

√√クラスタのペアリング

√√データストアマッピング

√√保護

X√計画された移行（HX Connect
を使用したシングルクリッ

ク）
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3.0(1x)とペアリングされる
3.5(x)

3.5(x)とペアリングされる3.5(x)機能

√√計画された移行（マルチス

テップ stcliまたはWebCLIお
よびリカバリ用の HX
Connect）

√√HX Connectを使用したリカバ
リテスト

√√HX Connectを使用したリカバ
リ

X√HX Connectを使用した再保護

√√再保護（マルチステップ stcli
またはWebCLI）

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なく、リカバリをテストでき
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。

•リカバリテストを行っても実行中のクラスタが中断することはありません。テストの目的
は、実際の障害が発生した場合に VMが回復可能であるか確認することです。

• HX Connectユーザーインターフェイスを使用し VMをテストして、以前に送信されたタ
スクが完了するのを待たずに、シーケンス内で最大10つの再保護タスクを実行できます。

（注）

始める前に

VM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 VMは、ターゲットクラスタへの最近のレプリケーションを完了しました。
レプリケートされたVMは、ターゲットクラスタでDPスナップショットとして保存され
ています。

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。別のテストで回復
した VM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
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テスト VMリカバリプロセスに対して、次の手順を実行します。

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

ステップ 2 [レプリケーション（Replication）] > [リモートVM（Remote VMs）]タブ > [protected_vm]の順に移動しま
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（Test Recovery）]ボタンをクリックします。

リカバリ設定を構成すると、次のフィールドが自動的に入力されます。（注）

基本的な情報UI要素

保管するテスト VMのロケーションを選択します。[リソースプール]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（Folders）]ドロップダウ
ンリスト

デフォルトでは、[電源オン（PowerON）]オプションが選択されて
います。回復したVMは、選択したオプションに応じて、作成した
後に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（Power On/Off）]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名（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ストレージクラスタ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のデータネットワーク

•ストレージコントローラの管理ネットワーク

•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

[テストネットワーク（Test
Networks）]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が接続されているソース側のネット
ワーク名。

•ターゲットネットワーク：ドロップダウンリストから、VMを
接続する必要があるターゲットネットワークを選択します。

[ネットワークのマップ（Map
Networks）]ラジオボタン

ステップ 4 [VMを回復する（Recover VM）]をクリックします。
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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。

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

VM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。

•リカバリ中に使用されるフォルダ、ネットワーク、またはリソースプールのパラメータを
設定し、リカバリおよび移行操作を実行できます。グローバルリカバリ設定が設定されて

いない場合は、リカバリ時に個々の VMを明示的にマッピングする必要があります。

• VMのリカバリは異なる vSphereバージョン間ではサポートされていません。ターゲット
が以前のバージョンの vSphere環境で、プライマリの保護されるVMのハードウェアバー
ジョンをサポートしていない場合、VMのテストリカバリやリカバリは失敗する可能性が
あります。保護される各 VMにテストリカバリを実行して、ターゲットサイトでサポー
トを確認することをお勧めします。

ターゲット環境をアップグレードして、保護される VMのリカバリを可能にします。

•リカバリプロセスのキャンセル（ロールバック）はサポートされていません。リカバリプ
ロセスをキャンセルしようとすると、保護されていない「リカバリ準備完了」状態のすべ

てのVMが変更されます。

• VM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、回復側のすべての 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、回復サイトに同
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する場合は、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で回復を実行する
場合、クラスタでの同時回復操作の最大数は 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。
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•保護された VMは、ターゲットクラスタへの最近のレプリケーションを完了しました。
レプリケートされたVMは、ターゲットクラスタでDP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で、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 [レプリケーション（Replication）] > > [リモート VM（Remote VMs）]タブ > > [protected_vm]を選択し、
[回復（Recover）]をクリックします。

ステップ 3 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 (Recover VM)]ボタンをク
リックします。

リカバリ設定を構成すると、次のフィールドが自動的に入力されます。（注）

基本的な情報UI要素

新しい VMを格納する場所を選択します。[リソースプール]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
プダウンリスト

デフォルトでは、[電源オン（Power ON）]オプションが選択されていま
す。回復したVMは、選択したオプションに応じて、作成した後に電源が
オンになるかオフのままになります。

[電源オン/オフ（Power
On/Off）]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が接続されているソース側のネットワーク
名。

•ターゲットネットワーク：ドロップダウンリストから、VMを接続す
る必要があるターゲット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のデータネットワーク

•ストレージコントローラの管理ネットワーク

•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

ネットワークのマッピング

ステップ 4 [VMを回復する（Recover VM）]をクリックします。

ステップ 5 回復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。
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保護グループ内の仮想マシンのリカバリ

ステップ 1 [protected-vm]を選択して、[回復（Recover）]をクリックします。

すべての VMは保護グループから移動され、選択した VMは回復されます。回復された VMでは保護ス
テータスが [回復済み（Recovered）]と表示され、残り（保護グループ）の VMでは保護ステータスが [回
復中（Recovering）]と表示されます。保護グループは [回復済み（Recovered）]状態になり、再利用できま
せん。プライマリサイトからこれを削除できます。

回復された VMは [スタンドアロンの保護VM (Standalone Protected VMs)]サブペインに表示されます。

ステップ 2 保護グループに含まれていた残りの仮想マシンを [スタンドアロンの保護VM（Standalone Protected VMs）]
サブペインから回復します。詳細については、仮想マシンのリカバリ（44ページ）を参照してください。

計画された移行

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。

このプロセスは戻すことができません。注目

ステップ 1 ターゲットクラスタの HX Connect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 DP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。

ステップ 2 ターゲットクラスタで、[レプリケーション（Replication）] > [リモートVM（Remote VMs）]タブ >
[protected_vm]を選択します。

ステップ 3 [移行（Migrate）]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）

基本的な情報UI要素

新しい VMを格納する場所を選択します。[リソースプール]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
プダウンリスト

デフォルトでは、[電源オン（Power ON）]オプションが選択されていま
す。回復したVMは、選択したオプションに応じて、作成した後に電源が
オンになるかオフのままになります。

[電源オン/オフ（Power
On/Off）]ラジオボタン
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基本的な情報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が接続されているソース側のネットワーク
名。

•ターゲットネットワーク：ドロップダウンリストから、VMを接続す
る必要があるターゲット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のデータネットワーク

•ストレージコントローラの管理ネットワーク

•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

ネットワークのマッピング

ステップ 4 [アクティビティ（Activity）]ページで進行状況をモニタします。

低帯域幅および一時的なパケット損失：VM移行操作が「THRIFT_EAGAIN（タイムアウト）」
を含むエラーメッセージで失敗する場合は、VM移行を再試行します。タイムアウトエラーは、
帯域幅の飽和または基礎となるネットワークパケット損失が原因の一時的なネットワーク輻輳

が原因です。

保護グループの仮想マシンの移行

HX Connectユーザーインターフェイスを使用し VMを移行して、以前に送信されたタスクが
完了するのを待たずに、シーケンス内で最大 4つの再保護タスクを実行できます。

ステップ 1 [protected-vm]を選択して、[移行（Migrate）]をクリックします。

これですべての VMが保護グループから移動し、[スタンドアロンの保護VM（Standalone Protected VMs）]
サブペインに表示されます。回復するのは選択した VMのみです。

ステップ 2 保護グループに含まれていた残りの仮想マシンを [スタンドアロンの保護VM（Standalone Protected VMs）]
サブペインから移行します。詳細については、計画された移行（46ページ）を参照してください。

ディザスタリカバリと再保護

ディザスタリカバリを実行するとターゲットの VMが回復され、ソースからターゲットに所
有権がスイッチされ、新しいソースになったターゲットでレプリケーションが再開されます。
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ディザスタリカバリは通常、障害が発生したときや保護の方向を反対にするときに実行されま

す。

•このプロセスは戻すことができません。

•単一の vCenterを展開する場合、HX Connect UIを通して実行されるディザスタリカバリ
ワークフローはサポートされません。ディザスタリカバリと再保護を実行するには：

1. プライマリサイトの vSphereWebクライアントナビゲータにログインし、プライマリ
サイトから VMを削除して VMを登録解除します。

仮想マシンを右クリックして、[すべてのvCenterアクション（All vCenter Actions）]>
[インベントリから削除（Remove from Inventory）]を選択します。

2. セカンダリサイトの HX Connectにログインします。[レプリケーション
（Replication）]> [リモートVM（Remote VMs）]タブ> [protected_vm]を選択します。
[回復（Recover）]をクリックします。

3. プライマリサイトが復帰したら、セカンダリサイトの HX Connectにログインしま
す。[レプリケーション（Replication）] > [リモートVM（Remote VMs）]タブ >
[protected_vm]を選択します。[再保護（Re-protect）]をクリックします。

4. 再保護が正常に完了したら、セカンダリサイトの vSphere Webクライアントにログイ
ンして、VMを手動で登録します。

1. vSphereWebクライアントナビゲータにログインします。[構成（Configuration）]>
[ストレージ（Storage）]を選択します。

2. 適切なデータストアを右クリックして、[データストアの参照（BrowseDatastore）]
をクリックします。

virtualmachine name.vmxファイルに移動し、ファイル上で右クリックして、[イン
ベントリに追加（Add to Inventory）]をクリックします。ウィザードに従って、
VMを手動で登録します。

• HX Connectユーザーインターフェイスを使用して、以前に送信されたタスクが完了する
のを待たずに、シーケンス内で最大 5つの再保護タスクを実行できます。

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 DP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、VMが存在しているクラスタです。

ステップ 2 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VM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）
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ステップ 3 [レプリケーション（Replication）] > > [リモート VM（Remote VMs）]タブ > > [protected_vm]を選択し、
[回復（Recover）]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（Recover VM）]
ボタンをクリックします。

[このクラスタの VMを回復する（Recover VM on this cluster）]ダイアログボックスで、次のフィールド
に入力します。

基本的な情報UI要素

新しい VMを格納する場所を選択します。[リソースプール]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
プダウンリスト

デフォルトでは、[電源オン（Power ON）]オプションが選択されていま
す。回復したVMは、選択したオプションに応じて、作成した後に電源が
オンになるかオフのままになります。

[電源オン/オフ（Power
On/Off）]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が接続されているソース側のネットワーク
名。

•ターゲットネットワーク：ドロップダウンリストから、VMを接続す
る必要があるターゲット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のデータネットワーク

•ストレージコントローラの管理ネットワーク

•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

ネットワークのマッピング

ステップ 5 [VMを回復する（Recover VM）]をクリックします。

ステップ 6 ターゲットクラスタで、[レプリケーション（Replication）] > [リモートVM（Remote VMs）]タブ >
[protected_vm]を選択します。

ステップ 7 [再保護（Re-protect）]をクリックします。

•ターゲットクラスタとソースクラスタの両方が同じ vCenter上にある場合、ソースクラスタ
に手動で VMを登録します。

•再保護タスクが失敗し、HXConnectUIで [再保護（Re-protect）]タブが使用できない場合は、
stcli reverseprotectを実行して再保護操作を完了します。

注目
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VMの保護ステータスとして [保護済み（Protected）]と表示されます。

ステップ 8 元のプライマリが復帰した後、プライマリに移行するには次の手順を実行します。

a) ターゲットクラスタで、[レプリケーション（Replication）] > [リモートVM（Remote VMs）]タブ >
[protected_vm]を選択します。

b) [移行（Migrate）]をクリックし、ターゲット VMを登録解除して、VMの所有権を元のプライマリに
移します。

VMの保護ステータスとして [保護済み（Protected）]と表示されます。

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
プでの VMの回復）を実行します。詳細については、仮想マシンのリカバリ（44ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 2 既存のペアリングをクリアするには、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、クラスタは元の送信元にペアリングされなくなります。

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
（38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、セクション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。

保護された仮想マシンの削除

HX Data Platformコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して保護された仮想マシン
を削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 削除する必要がある仮想マシンの名前を特定します。

ステップ 2 仮想マシンのコントローラ VMにログインします。

ステップ 3 stcli dp VM list --briefコマンドを実行して、その仮想マシンの仮想マシン IDを特定します。
This example shows a summary list of the protected virtual machines.

stcli dp vm list --brief

vmInfo:
----------------------------------------
name: HC-Edge1-VM30
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uuid: 4224f065-2fd9-e4d6-242e-b7a272202b38
----------------------------------------
name: HC-Edge1-VM1
uuid: 422417f9-c902-59fe-4e9d-8298c2517410
----------------------------------------
name: HC-Edge1-VM28
uuid: 4224cfb4-5a78-dced-ca5f-3dd6e132492e
----------------------------------------
name: HC-Edge1-VM13
uuid: 42249800-035b-0c92-0c5f-dcffbc9a5b9e
----------------------------------------

ステップ 4 コマンド stcli dp vm delete --vmid <vmid>を実行します。<vmid>必要な仮想マシンを削除します。
This example shows how to delete a virtual machine.

stcli dp vm delete --vmid 4224f065-2fd9-e4d6-242e-b7a272202b38

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に従ってバックグラ

ウンドで実行されます。レプリケーションのメンテナンスタスクは、次のとおりです。

•リカバリのテスト：リカバリ手法が機能しているかどうかテストします。詳細について
は、仮想マシンのリカバリのテスト（42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ーHXクラスタのアップグレードを行うための準備をする際
にレプリケーションが構成済みの場合は、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。

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ー HXクラスタ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。

それには、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のターゲットクラスタに VMを
移行し、ターゲットクラスタを移行後の VMの新しいソースクラスタにするには、この
タスクを実行します。

次の図は、大規模なACI設定で展開する場合にHyperFlexのディザスタリカバリに使用される
設定を示しています。
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レプリケーションの一時停止

storfsまたはプラットフォームのアップグレードを行う前に、レプリケーションが設定される
と、レプリケーションアクティビティは一時停止する必要があります。

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 アップグレードタスクを実行します。

ステップ 4 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

レプリケーションが設定された HXストレージクラスタが正常にアップグレードされたら、
次の操作を実行して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

HXクラスタレプリケーションが一時停止され、メンテナンスまたはアップグレードタスクが
完了していることを確認します。
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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。

保護されたすべての仮想マシンに以前設定されたレプリケーションスケジュールが開始されま

す。

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

53

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

レプリケーションの再開



仮想マシンのディザスタリカバリの管理

54

仮想マシンのディザスタリカバリの管理

レプリケーションの再開


	仮想マシンのディザスタ リカバリの管理
	HX データ保護スナップショットの概要
	レプリケーションとリカバリに関する考慮事項
	レプリケーション ネットワークとペアリングに関する考慮事項
	ストレージ レプリケーション アダプタの概要
	データ保護の用語
	データ保護とディザスタ リカバリのベスト プラクティス

	仮想マシンの保護の概要
	データ保護のワークフロー
	複製ネットワークの設定 HX 接続
	ローカル レプリケーション ネットワークのテスト
	レプリケーション ネットワークの編集

	レプリケーション ペアの概要
	レプリケーション ペアの作成
	リモート レプリケーション ネットワークのテスト
	マップされたデータストア レプリケーション ペアの編集
	レプリケーション ペアの削除

	保護グループの作成
	保護グループの編集
	保護グループの削除

	既存の保護グループでの仮想マシンの保護
	新しい保護グループでの仮想マシンの保護
	個別の仮想マシンの保護
	仮想マシンの保護の解除

	ディザスタ リカバリの概要
	リカバリ設定
	ディザスタ リカバリ操作の互換性マトリックス
	仮想マシンのリカバリのテスト
	仮想マシンのリカバリ
	保護グループ内の仮想マシンのリカバリ
	計画された移行
	保護グループの仮想マシンの移行
	ディザスタ リカバリと再保護
	障害後の仮想マシンの保護
	保護された仮想マシンの削除

	レプリケーション メンテナンスの概要
	レプリケーションの一時停止
	レプリケーションの再開



