
VMware vCenter Site Recovery Manager の管
理

この章は、次の内容で構成されています。

• VMware vCenter Site Recovery Managerについて, 1 ページ

• SRM設定の概要, 2 ページ

• SRMと UCS Directorの統合, 2 ページ

VMware vCenter Site Recovery Manager について
VMware vCenter Site Recovery Manager（SRM）はビジネス継続および災害復旧のためのソリュー
ションで、保護されている vCenter Serverサイトとリカバリ vCenter Serverサイト間で仮想マシン
のリカバリを計画、テスト、および実行するうえで有用です。SRMのテクノロジーを十分に理解
するには、次の用語は重要です。

アレイベースのレプリケーション（ABR）

仮想マシンのレプリケーションで、仮想マシンの内部、vmkernel、またはサービスコンソー
ルからではなく、ストレージサブシステム自身で管理および実行されます。

フェールバック

災害の宣言後、保護サイトの代わりにリカバリサイトが処理を引き継ぐときに発生するイ

ベント。

Failover

レプリケーションの逆向きの処理、および保護グループの自動的な再保護。
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保護グループ

テストまたはリカバリ中に、リカバリサイトへまとめてフェールオーバーされる VMのグ
ループ。

保護サイト

仮想マシンがフェールオーバーするサイト。

SRM 設定の概要
保護サイトおよびリカバリサイトでのインストール後の SRMの設定には、次の手順が含まれま
す。

1 SRMでアレイマネージャを設定する：アレイマネージャは、保護サイトおよびリカバリサイ
トの両方における、ストレージのアイデンティティです。SRMがインストールされると、SRM
はアレイマネージャに問い合わせ、レプリケーションに対してどのデータストアがマークされ

ているかを検出します。

2 インベントリマッピングを定義する：インベントリマッピングは、保護サイトとリカバリサ

イトの間で、フォルダ、リソースプール、およびネットワークにおける関係を設定します。

これらのマッピングにより、VMが vCenter環境の正しいロケーションにリカバリされること
が保証されます。

3 保護グループを作成する：保護グループは、複製された vSphereデータストアへのポインタで
す。この vSphereデータストアには、保護サイトからリカバリサイトへフェールオーバーされ
る仮想マシンのコレクションが含まれています。

4 リカバリプランを作成する：リカバリプランは自動化ランブックに類似しています。リカバ

リプランは、リカバリプロセスのすべての手順（仮想マシンの電源をオン/オフにする順序、
リカバリされた仮想マシンが使用するネットワークアドレスなど）を制御します。1つのリカ
バリプランは 1つ以上の保護グループに適用されます。保護グループは、プレースホルダー
VMのロケーションを決定するために、インベントリマッピングを使用します。これらのプ
レースホルダー VMは、リカバリプランにおいて VMをリカバリする必要がある場合や場所
で使用されます。プレースホルダーVMにより、VMの依存関係やスクリプティングのコール
アウトなどの高度な機能が使用できます。

SRM と UCS Director の統合
SRMと UCS Directorの統合では、UCS Directorで既存の SRM環境を検出し、有効にする必要が
あります。 SRM環境で連結されたさまざまなコンポーネント（インベントリマッピング、保護
グループ、リカバリプランなど）は、災害発生時にプライマリサイトとリカバリサイト間でシー

ムレスに通信するために、UCS Director内で特定し、有効にする必要があります。
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SRM を統合するための前提条件
SRMと UCS Directorを統合する前に、次の前提条件が満たされていることを確認します。

•保護されているサイトとリカバリサイト間のインベントリマッピング（具体的にはリソー
スプール、フォルダ、ネットワーク）が設定されていること。

•保護されているサイトに対して保護グループが作成されていること。

これで、アレイベースのレプリケーションを構成して UCS Directorと連携し
て機能するよう、SRMを設定することができます。アレイベースのレプリ
ケーションは、複製されたデータストアをサーフェスして仮想マシンのワー

クロードを正常な状態に戻します。

（注）

•リカバリサイト上でリカバリプランが作成されていること。

UCS Director での SRM の有効化
次の表では、UCSDirectorでSRMを有効にするプロセスについて説明します。以下のタスクを完
了する前に、SRMを統合するための前提条件, （3ページ）の項に記載されている前提条件が満
たされていることを確認します。

説明タスク

SRMアカウントの追加, （4ページ）の参照SRMアカウントの追加

UCSDirector内の保護サイトとリカバリサイト
間で、リソースプールマッピングを有効にし

ます。

リソースプールマッピングの有効化, （6ペー
ジ）の参照

リソースプールマッピングの有効化

UCSDirector内の保護サイトとリカバリサイト
間で、フォルダマッピングを有効にします。

フォルダマッピングの有効化, （9ページ）
の参照

フォルダマッピングの有効化

UCS Director内の保護サイトで作成された保護
グループを有効にします。

ネットワークマッピングの有効化, （9ペー
ジ）の参照

ネットワークマッピングの有効化
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説明タスク

UCSDirector内の保護サイトとリカバリサイト
間で、ネットワークマッピングを有効にしま

す。

保護グループの有効化, （12ページ）の参照

保護グループの有効化

VDCでポリシー（コンピューティング、ネット
ワーク、ストレージ）を有効にします。

VDCのポリシーの有効化, （14ページ）の参
照

仮想データセンター（VDC）でのポリシーの有
効化

SRM アカウントの追加

はじめる前に

保護サイトとリカバリサイトが正しく設定されていることを確認します。

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [仮想アカウント]の順に選択します。

ステップ 2 [仮想アカウント]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [クラウドの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

VMwareを選択します。

VMwareを選択すると、次のフィールド
が表示されます。他のクラウドタイプの

場合、該当するクラウドタイプに固有の

フィールドが表示されます。

（注）

[クラウドタイプ]ドロップダウンリスト

クラウド名。名前に一重引用符を含めることはで

きません。

各クラウドの名前はCiscoUCSDirectorで
一意にする必要があります。クラウドを

追加すると、すべてのレポートでクラウ

ドの参照にこのクラウド名が使用されま

す。

（注）

[クラウド名]フィールド

vCenterサーバアドレス。[サーバアドレス]フィールド

vCenterサーバのユーザ名。[サーバのユーザID]フィールド
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説明名前

vCenterサーバのパスワード。[サーバのパスワード]フィールド

サーバポート番号。[サーバアクセスポート]フィールド

vCenterアカウントのデータセンター名。

この名前を使用して、指定したポッドのリソースを

検出、モニタ、および管理できます。 vCenterアカ
ウント全体が Cisco UCS Directorで管理される場合
は、このフィールドを空白のままにしてください。

[VMwareデータセンター]フィールド

SRMを有効にするには、[SRMの有効化]チェック
ボックスをオンにします。

[SRMの有効化]チェックボックス

プライマリ SRMサーバの IPアドレス。プライマリ SRMサーバアドレス

プライマリサーバユーザ IDのユーザ ID。プライマリ SRMサーバユーザ ID

プライマリ SRMサーバのパスワードプライマリ SRMサーバパスワード

プライマリ SRMサーバのアクセスポートプライマリ SRMサーバアクセスポート

リモート SRMサーバのユーザ ID。リモート SRMサーバユーザ ID

リモート SRMサーバのパスワード。リモート SRMサーバパスワード

サーバにアクセスするための URL。[サーバアクセスURL]フィールド

クラウドの説明。[説明]フィールド

クラウドの連絡先電子メールアドレス。[連絡先の電子メール]フィールド

ロケーション。[ロケーション]フィールド

統合インフラストラクチャポッドを選択します。

ポッド名を選択すると、統合インフラストラクチャ

スタックに VMwareクラウドアカウントが表示さ
れます。

[ポッド]ドロップダウンリスト

サービスプロバイダーの名前。[サービスプロバイダー]フィールド

ステップ 5 [追加]をクリックします。
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リソースプールマッピングの有効化

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [コンピューティング]を選択します。

ステップ 2 [VMwareコンピューティングポリシー]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [コンピューティングポリシーの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

この名前はカタログ定義中に使用されま

す。

（注）

[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

リソース割り当てを行うクラウドを選択します。[クラウド名]ドロップダウンリスト

保護を有効にするには、[保護の有効化]チェック
ボックスをオンにします。

[保護の有効化]チェックボックス

導入の適用範囲を選択します。

すべてのオプションを使用するか、選択

したオプションを含めるか、または選択

したオプションを除外するように指定す

ることで、導入の適用範囲を狭めること

ができます。選択した内容に応じて表示

される新しいフィールドで、必要なホス

トまたはクラスタを選択できます。

（注）

[ホストノードまたはクラスタスコープ]ドロップダ
ウンリスト

リカバリサイトのリソースプールに対するマッピ

ングを保持しているリソースプール。 [保護の有効
化]チェックボックスをオンにしている場合は、こ
のオプションは必須です。

[リソースプール]ドロップダウンリスト

ESXインストールタイプとして [ESX]、[ESXi]、ま
たは [両方]を選択します。

[ESXタイプ]ドロップダウンリスト

ESXのバージョンを選択します。[ESXバージョン]ドロップダウンリスト
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説明名前

満たしたい1つ以上の条件に対応するチェックボッ
クスをオンにします。これらの条件を満たさない

ホストは除外されます。複数の条件を選択した場

合は、選択したすべての条件を満たす必要がありま

す。

[最小条件]チェックボックス

導入オプション

テンプレートのプロパティを上書きするには、

チェックボックスをオンにします。 CPUとメモリ
については、カスタム設定を入力するためのオプ

ションが用意されています。

[テンプレートのオーバーライド]チェックボックス

vCPUのカスタム数。 1つの VMに対する vCPUの
数は、ホストノードまたはクラスタの指定適用範

囲に含まれるコアの総数を超えないように指定して

ください。

このオプションは、[テンプレートのオー
バーライド]を選択した場合に表示されま
す。

（注）

[vCPU数]フィールド

VM用に予約する CPU。この予約は、指定した
vCPUの数に左右されます。

このオプションは、[テンプレートのオー
バーライド]を選択した場合に表示されま
す。

（注）

[CPU予約(MHz)]フィールド

VMに対するCPU制限。CPU制限は、ホストノー
ドまたはクラスタの指定適用範囲に基づいて決定さ

れます。

[CPUの制限(MHz)]フィールド

CPU共有の度合い（低、標準、高のいずれか）を
選択します。複数の VM間で CPUリソースの競合
が発生したときにCPUリソースを取得するVMは、
この CPU共有の設定によって決定されます。

このオプションは、[テンプレートのオー
バーライド]を選択した場合に表示されま
す。

（注）

[CPU共有]ドロップダウンリスト

VMのカスタムメモリ。

このオプションは、[テンプレートのオー
バーライド]を選択した場合に表示されま
す。

（注）

[メモリ]フィールド
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説明名前

VM用に予約するメモリ。この予約は、指定したメ
モリに左右されます。

このオプションは、[テンプレートのオー
バーライド]を選択した場合に表示されま
す。

（注）

[メモリ予約(MB)]フィールド

VMに対するメモリ制限。メモリ制限は、ホスト
ノードまたはクラスタの指定適用範囲に基づいて決

定されます。

このオプションは、[テンプレートのオー
バーライド]を選択した場合に表示されま
す。

（注）

[メモリ制限(MB)]フィールド

メモリ共有の度合い（低、標準、高のいずれか）を

選択します。複数の VM間でメモリリソースの競
合が発生したときにメモリリソースを取得するVM
は、このメモリ共有の設定によって決定されます。

このオプションは、[テンプレートのオー
バーライド]を選択した場合に表示されま
す。

（注）

[メモリ共有]ドロップダウンリスト

サイズ変更オプション

チェックボックスをオンにすると、プロビジョニン

グ前に VMのサイズを変更したり、既存の VMの
サイズを変更できるようになります。

[VMのサイズ変更を許可]チェックボックス

VMのプロビジョニング中、または既存のVMのサ
イズ変更中に使用される vCPUの範囲。VMのプロ
ビジョニング中またはサイズ変更中に8を超す範囲
が表示されるのは、選択されたクラウド（vCenter）
が 5以上で、そのVMのバージョンが 8である場合
のみです。ボックスで指定した値のみが表示され

ます。

このオプションは、[VMのサイズ変更を
許可]を選択した場合に表示されます。

（注）

[vCPUの許容値]フィールド

VMのプロビジョニング中、または既存のVMのサ
イズ変更中に使用されるメモリの範囲。例：512、
768、1024、1536、2048、3072、4096などボックス
で指定した値のみが表示されます。

このオプションは、[VMのサイズ変更を
許可]を選択した場合に表示されます。

（注）

[メモリの許容値(MB単位)]フィールド
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説明名前

該当するポリシーを使用して作成されたVMはカス
タムフォルダに展開できます。 Cisco UCS Director
では、グループ名または Cisco UCS Directorに用意
されているマクロから、フォルダ名を自動的に作成

できます。詳細については、『Cisco UCS Director
Orchestration Guide（Cisco UCS Directorオーケスト
レーションガイド）』を参照してください。

${GROUP_NAME}と指定すると、そのポリシーを
使用するグループ名からフォルダが作成されます。

新規または既存のフォルダの名前を指定できます。

[フォルダに展開]フィールド

ステップ 5 [追加]をクリックします。

フォルダマッピングの有効化

はじめる前に

ネットワークマッピングの有効化

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [ネットワーク]を選択します。

ステップ 2 [VMWareネットワークポリシー]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [ネットワークポリシーの情報]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

ネットワークポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

ネットワークポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

ポリシーが適用されるクラウドアカウントを選択

します。

[クラウド名]ドロップダウンリスト

保護を有効にするには、[保護の有効化]チェック
ボックスをオンにします。

[保護の有効化]チェックボックス
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説明名前

サービスリクエスト導入設定の作成時に vNICを選
択できるようにする場合、このチェックボックスを

オンにします。

[エンドユーザにオプションのNICの選択を許可]
チェックボックス

ステップ 5 [VMネットワーク]セクションで [追加]（+）をクリックして、複数の vNICを追加して設定します。これ
らの vNICは、該当するポリシーを使用してプロビジョニングされる VMに適用されます。

プロビジョニングまたは検出された VMの vNICを VMアクションによって追加または置換す
るには、vNICを設定する必要があります。

（注）

ステップ 6 [VMネットワークへのエントリの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

新しい NICの名前。[NICエイリアス]フィールド

[ネットワークポリシー]ダイアログボックスで [エ
ンドユーザにオプションのNICの選択を許可]チェッ
クボックスをオンにした場合、このチェックボック

スはあらかじめオンになっています。 [ネットワー
クポリシー]ダイアログボックスでオフにし、この
チェックボックスもオフにした場合、[NICエイリア
ス]フィールドはオプションになります。

少なくとも 1つの NICの [必須]オプショ
ンをオンにする必要があります。 [必須]
フィールドをオンにした NICが VMプロ
ビジョニングに使用され、VMサービス
リクエストの作成時にユーザにオプショ

ンは提供されません。

（注）

[必須]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、プロビジョニン

グするときに、エンドユーザがポートグループを

選択できるようになります。

[エンドユーザによるポートグループ選択を許可]
チェックボックス

カスタム設定が必要でない場合は、チェックボック

スをオンにします。カスタム設定を使用する場合

は、オフにします。

[テンプレートからのアダプタのコピー]チェック
ボックス

アダプタのタイプを選択します。テンプレート設

定と同じアダプタタイプをユーザが希望する場合

は、該当するオプションをオンにします。

[テンプレートからのアダプタのコピー]
オプションをオンにした場合、このオプ

ションは表示されません。

（注）

[アダプタのタイプ]ドロップダウンリスト

   Cisco UCS Director VMware vSphere 管理ガイド、リリース 5.0
10 OL-32468-01-J   

VMware vCenter Site Recovery Manager の管理
ネットワークマッピングの有効化



ステップ 7 [ポートグループ]セクションで [追加]（+）をクリックします。 [ポートグループへのエントリの追加]ダ
イアログボックスが表示されます。

ステップ 8 [選択]をクリックしてポートグループ名を選択します。
保護サイトで、対応するリカバリサイトへマップされたすべてのポートグループが、ここに表

示されます。

（注）

ステップ 9 [IPアドレスのタイプの選択]ドロップダウンフィールドから [DHCP]（デフォルト）または [スタティッ
ク]を選択します。
a) [スタティック]を選択した場合、[エントリの追加]ダイアログボックスが表示されます。 [IPプールポ
リシー]（デフォルト）または [インライン IPプール]を選択します。
[IPプールポリシー]を選択した場合は、[静的IPプールの選択]をクリックします。 [選択]ダイアログ
ボックスで、設定済みの静的 IPプールのリストから選択します。設定済みの静的 IPプールが存在し
ない場合の詳細については、「Adding a Static IP Policy（静的 IPポリシーの追加）」を参照してくださ
い。

b) [インライン IPプール]を選択した場合は、次のフィールドに入力します。

説明名前

静的 IPプール。例：10.5.0.1～ 10.5.0.50、
10.5.0.100、10.5.1.20～ 10.5.1.70

[静的IPプール]フィールド

プールのサブネットワークマスク。例：
255.255.255.0

[サブネットマスク]フィールド

該当するネットワークのデフォルトゲートウェイ

の IPアドレス。
[ゲートウェイIPアドレス]フィールド

ステップ 10 [送信]をクリックします。

ステップ 11 [VMネットワークへのエントリの追加]ダイアログボックスで [送信]をクリックします。

ステップ 12 [ネットワークポリシーの情報]ダイアログボックスで [送信]をクリックします。
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保護グループの有効化

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [ストレージ]を選択します。

ステップ 2 [VMwareストレージポリシー]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [ストレージリソース割り当てポリシーの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

ポリシーの名前。この名前は、カタログを定義す

る際に使用されます。

[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーの説明

フィールド

リソース割り当てが発生するクラウドを選択しま

す。

[クラウド名]ドロップダウンリスト

保護を有効にするには、[保護の有効化]チェック
ボックスをオンにします。

[保護の有効化]

チェックボックス

プライマリサイトの保護グループ。[保護グループ]ボタン

システムディスクスコープ

導入のスコープを限定する場合は、すべてのデータ

ストア、選択したデータストアのみ、もしくは、選

択した以外のデータストアを導入するのかを選択し

ます。

[データストアのスコープ]ドロップダウンリスト

共有データストアのみを使用する場合は、チェック

ボックスをオンにします。

[共有データストアのみの使用]チェックボックス

ストレージオプション

ローカルストレージを使用するには、チェックボッ

クスをオンにします。デフォルトでは、このフィー

ルドはオンになっています。

[ローカルストレージの使用]チェックボックス

NFSストレージを使用するには、チェックボックス
をオンにします。デフォルトでは、このフィール

ドはオンになっています。

[NFSの使用]チェックボックス
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説明名前

SANストレージを使用するには、チェックボック
スをオンにします。デフォルトでは、このフィー

ルドはオンになっています。

[SANの使用]チェックボックス

一致しなければならない1つ以上の条件を選択しま
す。これらの条件を満たさないデータストアは考

慮されません。複数の条件を選択する場合、すべ

ての条件が一致する必要があります。

[最小条件]チェックボックス

テンプレートのプロパティを上書きするには、

チェックボックスをオンにします。シンプロビジョ

ニングの使用や、カスタムディスクサイズなどの

カスタム設定を入力するオプションがあります。

[テンプレートのオーバーライド]チェックボックス

VMライフサイクルのサイズ変更オプション

プロビジョニングする前に、VMのディスクサイズ
を選択するオプションをエンドユーザに表示する

場合はチェックボックスをオンにします。

[ディスクのサイズ変更を許可]チェックボックス

VMをプロビジョニングする際に指定されるディス
クサイズ値のカスタム範囲。たとえば、1、5、10、
50、100、500、1024、5120、10240などです。

このオプションは、[ディスクのサイズ変
更を許可]がオンの場合に表示されます。

（注）

[ディスクの許容値(GB単位)]フィールド

プロビジョニングする前に、VMのディスクサイズ
を選択するオプションをエンドユーザに表示する

場合はチェックボックスをオンにします。

[スコープからのデータストアの選択をユーザに許
可する]チェックボックス

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [追加のディスクポリシー]ペインで、設定するディスクタイプを選択します。

ステップ 7 ディスクタイプを編集するには [編集]をクリックします。

ステップ 8 ディスクポリシーを設定するには、[エントリの編集]ダイアログボックスで、[システムディスクポリシー
と同じ]チェックボックスをオフにします。

ステップ 9 [送信]をクリックします。

ステップ 10 [エントリの編集]ダイアログボックスで、追加のディスクポリシーを設定します。

ステップ 11 この手順は、ストレージリソースの割り当てポリシーが設定される方法と似ています。
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VDC のポリシーの有効化

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [仮想データセンター]を選択します。

ステップ 2 [VDC]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [VDCの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

VDCの名前。

一度入力した名前の変更はできません。

[vDC名]フィールド

チェックボックスをオンにすると、以後の導入に、

その VDCを使用できなくなります。この VDC内
の既存の VMに対するアクションは無効化されま
す。チェックボックスをオフにすると、以後の導

入に、その VDCを使用できるようになります。

[ロック済みのvDC]チェックボックス

VDC固有の説明。[vDCの説明]フィールド

VDCの設定の対象となるグループを選択します。[グループ]ドロップダウンリスト

VDCの設定の対象となるクラウドを選択します。[クラウド名]ドロップダウンリスト

保護を有効にするには、[保護の有効化]チェック
ボックスをオンにします。オンにすると、SRMが
有効になっている、このアカウントに対するすべて

のポリシー（コンピューティング、ストレージ、お

よびネットワーク）がここに表示されます。

[保護の有効化]チェックボックス

承認者および連絡先

サービスリクエストを承認する必要があるユーザ。[第1承認者のユーザ名]フィールド

サービスリクエストを承認する必要がある 2番目
のユーザ。

[第2承認者のユーザ名]フィールド

連絡先またはユーザの電子メールアドレス。その

VDCを使用した VMプロビジョニングに関する通
知を受ける個人。

[プロバイダーのサポート用電子メールアドレス]
フィールド

この VDCに関する通知のコピーを送信する別の電
子メール。

[電子メールアドレスへの通知をコピー]フィールド
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説明名前

ポリシー

VDCに適用できるシステムポリシーを選択します。[システムポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるコンピューティングポリシーを
選択します。

[コンピューティングポリシー]ドロップダウンリス
ト

VDCに適用できるネットワークポリシーを選択し
ます。

[ネットワークポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるストレージポリシーを選択しま
す。

[ストレージポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるコストモデルを選択します。[コストモデル]ドロップダウンリスト

チェックボックスをオンにすると、そのVDCのサー
ビスリクエストサマリーと電子メールページにコ

ストが表示されなくなります。

[サービスリクエストサマリーと電子メールページ
へのコストの表示を無効化]チェックボックス

VMのプロビジョニング後、オーケストレーション
ワークフローの実行に使用されるポリシーを選択し

ます。選択したワークフローは、VDC内の VM用
のアクションボタンとして表示されます。

[ユーザアクションポリシー]ドロップダウンリスト

End User Self-Serviceポリシー

チェックボックスをオンにすると、その VDCに属
している VMに対するすべての VM電力管理アク
ションが有効になります。

[VMの電力管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、そのVDCのVM
に対するVMサイズ変更アクションが有効になりま
す。

[VMのサイズ変更]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、そのVDCのVM
に対して、すべてのストレージスナップショット

アクションが有効になります。

[VMスナップショット管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、そのVDCのVM
に対して、VM削除アクションが有効になります。

[VMの削除]チェックボックス
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説明名前

チェックボックスをオンにすると、そのVDCのVM
に対して、VMディスク管理アクションが有効にな
ります。

[VMディスク管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDCに属
しているVMに対して、ネットワーク管理が有効に
なります。

[VMネットワーク管理]チェックボックス

非アクティブなVMを削除する前に待機する日数を
選択します。非アクティブな状態の VMとは、電
源オンの状態でないということです。

ここでの選択内容を想定どおりに機能さ

せるために、[管理] > [システム]の [詳細
な制御]タブで [非アクティブなVMをVDC
ポリシーに基づいて削除]チェックボック
スがオンになっていることを確認してく

ださい。詳細については、「詳細な制御

の有効化」を参照してください。

（注）

[非アクティブなVMを削除するまでの期間]ドロッ
プダウンリスト

ステップ 5 [追加]をクリックします。
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