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VMバックアップとリカバリ
Cisco UCS Directorの Cisco HyperFlexとの統合することで、Cisco HyperFlexポッドのクラスタ
間のデータ保護を設定できます。

Cisco UCS Directorを使用すると、次のタスクを実行できます。

• HyperFlex保護グループを作成して VMのグループのレプリケーションをスケジュールす
る

•個別にまたは保護グループによって VMのレプリケーションスケジュールを変更する

•保護グループに VMを追加および削除する

• VMを個別に保護する

• HyperFlexレプリケーションペア、レプリケーションネットワーク、保護グループを表示
する

• HyperFlex VMのレプリケーションステータスを表示する

Cisco HX接続で次の設定を行う必要があります。

•レプリケーションペアの作成

•レプリケーションネットワークの設定

Cisco HX接続で障害の後でスナップショットから VMを復元する必要があります。
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『CiscoHyperFlexData Platformアドミニストレーションガイド』の「仮想マシンのディザスタ
リカバリの管理」を参照してください。

レプリケーションペアの表示
以下を含むCiscoUCSDirectorのあらゆるレベルでのHyperFlexレプリケーションエンティティ
を表示できます。

•クラスタ

•レプリケーションペアリング

•レプリケーションネットワーク

•保護グループ

• VM

CiscoUCSDirectorのVMの保護機能は、レプリケーションペアのレベルでアクセス可能です。
レプリケーションペアを表示するには、以下の手順に従います。

始める前に

HyperFlexソースクラスタおよびHyperFlexターゲットクラスタ間でレプリケーションペアを
作成します。「Cisco HyperFlexデータプラットフォームアドミニストレーションガイド」の
「仮想マシンディザスタリカバリの管理」を参照してください。

ステップ 1 [ハイパーコンバージド（Hyper Converged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2 [HyperFlex]ページでポッドを選択します。

ステップ 3 [HyperFlex]ページで [クラスタ（Clusters）]をクリックします。

ステップ 4 プライマリつまりソースクラスタを選択します。

ステップ 5 [詳細の表示（View Details）]アクションをクリックします。

ステップ 6 [HyperFlexクラスタの詳細（HyperFlexClusterDetails）]ページで、[保護（Protect）]をクリックします。

ステップ 7 HyperFlexクラスタの詳細ページからレプリケーションペアを選択します。

このページで示される HyperFlexレプリケーションペアは、ステップ 4（2ページ）の手順で
選択したソースクラスタの観点からのものです。この観点から見ると、[リモートクラスタ]は、
発信 VMレプリケーションが配置されており、受信 VM画像を現在のクラスタでレプリケートす
るために送信されるクラスタです。

（注）

ステップ 8 [詳細の表示（View Details）]アクションをクリックします。

ステップ 9 レプリケーションペアページでは、すぐに表示をクリックすることができます。

まとめ

ソースクラスタ Vm、レプリケーションネットワーク、保護グループと Vm、レプリケーションペアの図
のまとめ。
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レプリケーションペア

ソースクラスタに関連付けられているすべてのレプリケーションペアのレポート。

現在、1対 1のクラスタのペアリングのみがレプリケーションに許可されているため、1つのレプ
リケーションペアのみが表示されます。

（注）

レプリケーションペアの情報も、レプリケーションペアを選択したプライマリクラスタページ

で使用できます。

（注）

レプリケーションネットワーク

レプリケーションペアに関連付けられているレプリケーションネットワークのパラメータ。

クリックして表示および管理できます。

Protection Groups
レプリケーションペアに関連付けられているすべての保護グループのレポート。
VM
ソースまたはターゲットクラスタ内のすべての VM。

保護グループの作成
レプリケーションペアのソースクラスタで、レプリケーションスケジュールを指定する保護

グループを作成できます。保護グループに属するすべての VMは、レプリケーションスケ
ジュールに従ってターゲットクラスタにレプリケートされます。

始める前に

HyperFlexソースクラスタおよびHyperFlexターゲットクラスタ間でレプリケーションペアを
作成します。ソースクラスタで保護グループを作成します。「Cisco HyperFlexデータプラッ
トフォームアドミニストレーションガイド」の「仮想マシンディザスタリカバリの管理」を

参照してください。

ステップ 1 [ハイパーコンバージド（Hyper Converged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2 [HyperFlex]ページでポッドを選択します。

ステップ 3 [HyperFlex]ページで [クラスタ（Clusters）]をクリックします。

ステップ 4 プライマリまたはソースクラスタを選択します。

ステップ 5 [詳細の表示]アクションをクリックします。

ステップ 6 [HyperFlexクラスタの詳細]ページで、[保護]をクリックします。

ステップ 7 レプリケーションペアを選択します。

ステップ 8 [詳細の表示]アクションをクリックします。

ステップ 9 [保護グループ（Protection Groups）]をクリックします。

ステップ 10 [追加（Add）]アクションをクリックします。
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ステップ 11 [生産グループの作成]ページで、次のフィールドに値を入力します。

名前

（必須）保護グループの名前を入力します。
Interval
（必須）レプリケーション間で時間間隔を選択します。間隔の範囲は 15分～ 24時間です。複数のサー
バリソース消費時に、間隔が短くなるほど、より最新スナップショットがディザスタリカバリの場合に

レプリケーションされます。

今すぐ保護するか後で保護する

（必須）[今すぐ（Now）]または [あとで（Later）]のいずれかを選択します。[今すぐ]を選択する場合、
レプリケーションをすぐに開始します。[後で]を選択した場合、次にスケジュールされた間隔のインス
タンスでレプリケーションを開始します。

仮想マシンを休止するために Vmwareツールを使用する
オンにすると、レプリケートする前に VMは中断されます。オフの場合、アクティブな場合でも VMは
現在の状態のスナップショットが撮影されます。

ステップ 12 [Submit]をクリックします。`

次のタスク

保護グループに VMを追加します。VMの保護（5ページ）を参照してください。

保護スケジュールの変更
グループ内の VMのレプリケーションスケジュールを変更するため、HyperFlex保護グループ
を変更することができます。

始める前に

HyperFlexソースクラスタとHyperFlexターゲットクラスタの間にレプリケーションペアを作
成します。ソースクラスタでは、保護グループを作成します。『Cisco HyperFlex Data Platform
Administration Guide』の「Managing Virtual Machine Disaster Recovery」を参照してください。

最低 1つの保護グループを作成します。

ステップ 1 [ハイパーコンバージド（Hyper Converged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2 [HyperFlex]ページでポッドを選択します。

ステップ 3 [HyperFlex]ページで [クラスタ（Clusters）]をクリックします。

ステップ 4 プライマリつまりソースクラスタを選択します。

ステップ 5 [詳細の表示（View Details）]アクションをクリックします。

ステップ 6 [HyperFlexクラスタの詳細（HyperFlex Cluster Details）]ページで、[保護（Protect）]をクリックしま
す。

ステップ 7 レプリケーションペアを選択します。
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ステップ 8 [詳細の表示（View Details）]アクションをクリックします。

ステップ 9 保護グループのスケジュールを変更するには、 [Protection Groups（保護グループ）] をクリックし
ます。

•

•個々の VMのスケジュールを変更するには、 [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 10 保護グループまたは保護された VMを選択します。

保護されていないVMの保護スケジュールを変更することはできません。VMを保護するには、
VMを選択して [VMの保護（Protect VM）]をクリックし、[このマシンを独立に保護（Protect
this machine independently）]または [既存の保護グループに追加（Add to an existing protection
group）]を選択します。

（注）

ステップ 11 [スケジュールの編集（Edit Schedule）]アクションをクリックします。

ステップ 12 [保護グループの編集（Edit Protection Group）]（または VM）ページで、次のフィールドに入力しま
す。

名前

既存の保護グループの名前は変更できません。
Interval
（必須）レプリケーションの時間間隔を選択します。間隔は 15分～ 24時間です。間隔を短くすると、
ディザスタリカバリの際により新しいスナップショットを使用できるようになりますが、サーバリソー

スの消費は増えます。

今すぐ保護（Protect now）またはあとで（Later）
（必須）[今すぐ（Now）]または [あとで（Later）]のいずれかを選択します。[今すぐ（Now）]を選択
すると、レプリケーションはすぐに開始されます。[あとで（Later）]を選択すると、レプリケーション
は、スケジュールされた時間間隔が経過してから開始されます。

VMwareツールを使用して仮想マシンを休止する
オンの場合、レプリケーションの前に VMは一時停止状態にします。オフの場合、VMがアクティブで
あっても、現在の状態のスナップショットを作成します。

ステップ 13 [Submit]をクリックします。`

保護グループについては、新しいスケジュールが現在保護グループに入っているすべてのVM
と、この後保護グループに追加されるすべてのVMに適用されます。個別に選択したVMにつ
いては、スケジュールはその VMにのみ適用されます。

VMの保護
レプリケーションペアを構成している 2つのHyperFlexクラスタ間でVMをレプリケートする
ことで、障害から個々の仮想マシンを保護できます。同じスケジュールで 1つ以上のVMを保
護するには、保護グループに VMを追加します。保護グループの作成（3ページ）を参照し
てください。
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始める前に

HyperFlexソースクラスタおよびHyperFlexターゲットクラスタ間のレプリケーションペアを
作成します。ソースクラスタで保護グループを作成します。「Cisco HyperFlexデータプラッ
トフォームアドミニストレーションガイド」の「仮想マシンディザスタリカバリの管理」を

参照してください。保護するソースクラスタに VMを作成します。

オプション：少なくとも 1つの保護グループを作成します。

ステップ 1 [ハイパーコンバージド（Hyper Converged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2 [HyperFlex]ページでポッドを選択します。

ステップ 3 [HyperFlex]ページで [クラスタ（Clusters）]をクリックします。

ステップ 4 プライマリまたはソースクラスタを選択します。

ステップ 5 [詳細の表示]アクションをクリックします。

ステップ 6 [HyperFlexクラスタの詳細]ページで、[保護]をクリックします。

ステップ 7 レプリケーションペアを選択します。

ステップ 8 [詳細の表示]アクションをクリックします。

ステップ 9 [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 10 保護されていない VMを選択します。

ステップ 11 [VMの保護]アクションをクリックします。

ステップ 12 個別に、または保護グループに追加することで、VMを保護できます。

•グループの一部としてVMを保護するために、[ドロップダウンメニュー]から、[既存の保護グルー
プに追加]を選択します。次のステップに進みます。

•個別のVMを保護するには、[保護タイプ]ドロップダウンメニューから、[この仮想マシンを個別に
保護する]を選択します。次の手順は省略します。保護グループの作成（3ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 13 保護グループに VMを追加するには、次の操作を行います。

a) [保護グループ ]の [選択]をクリックします。
b) [保護グループ]レポートでチェックして、保護グループを選択します。
c) [Select]をクリックします。

ステップ 14 VMを保護するには、[VMの保護]ダイアログの残り記入し、レプリケーションスケジュールを指定し
ます。

a) [間隔]にバックアップの間隔を選択します。
b) 今すぐ保護するか後で保護するかについては、[今すぐ ]または [後で]を選択します。
c) [後で]を選択した場合、[保護時間]カレンダーとクロックの制御を使用して保護時間を指定します。
d) オプションで、[VMwareツールを使用して仮想マシンを停止する]をチェックします。
e) [Submit]をクリックします。`
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VMの保護解除
保護グループから削除するか、個別に割り当てられたレプリケーションスケジュールを削除す

ることで、VMを保護解除します。

始める前に

HyperFlexソースクラスタおよびHyperFlexターゲットクラスタ間でレプリケーションペアを
作成します。ソースクラスタで保護グループを作成します。「 Cisco HyperFlexデータプラッ
トフォームアドミニストレーションガイド」の「仮想マシンディザスタリカバリの管理」を

参照してください。

少なくとも 1つの VMを作成し、これを個別に保護（VMの保護（5ページ）を参照してく
ださい）、または少なくとも 1つのVMに少なくとも 1つの保護グループを作成します。保護
グループの作成（3ページ）を参照してください。

ステップ 1 [ハイパーコンバージド（Hyper Converged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2 [HyperFlex]ページでポッドを選択します。

ステップ 3 [HyperFlex]ページで [クラスタ（Clusters）]をクリックします。

ステップ 4 プライマリつまりソースクラスタを選択します。

ステップ 5 [詳細の表示（View Details）]アクションをクリックします。

ステップ 6 [HyperFlexクラスタの詳細（HyperFlex Cluster Details）]ページで、[保護（Protect）]をクリックしま
す。

ステップ 7 レプリケーションペアを選択します。

ステップ 8 [詳細の表示（View Details）]アクションをクリックします。

ステップ 9 [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 10 保護されている VMを選択します。

•保護グループの一部になっている VM。[保護済み]ステータスの値は [保護済み]あり、その保護グ
ループは [保護グループ]の見出しの下にリスト化されています。

•個別に保護されている VM。[保護済み]ステータスの値は [保護済み] あり、その [保護グループ]値
は [なし]です。

ステップ 11 [VMの保護解除]アクションをクリックします。

ステップ 12 確認ダイアログで、[提出]をクリックします。
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