VMware vMotion の管理
この章は、次の項で構成されています。
• VMware vMotion と vCenter Storage vMotion について, 1 ページ
• 移行オプション, 2 ページ
• [VM の移行（Migrate VM）] ウィザードを使用した移行, 3 ページ
• VM の移行ワークフロー タスクを使用した移行, 4 ページ

VMware vMotion と vCenter Storage vMotion について
VMware vMotion（vMotion）テクノロジーを使用すると、互換性のある物理サーバ間で、ダウンタ
イムなしのサービス可用性および完全なトランザクションの整合性を保持したまま、実行中の仮
想マシンを移行できます。VM 全体の状態は、共有ストレージに保存されたファイル セットでカ
プセル化されます。VMware の VMFS クラスタ ファイル システムを使用すると、ソースおよび
ターゲットの両方の ESX Server が VM ファイルに同時にアクセスできるようになります。アク
ティブなメモリと VM の正確な実行状態を、高速ネットワークを介して迅速に送信することがで
きます。ネットワークも ESX Server によって仮想化されているため、VM はネットワーク ID と接
続を保持し、シームレスな移行プロセスを保証します。
VMware vCenter の Storage vMotion（Storage vMotion）では、VM およびそのディスク ファイルを、
VM の実行中にデータストア間で移行できます。これらのデータストアは、同じストレージ アレ
イに配置することも、別のストレージ アレイに配置することもできます。次の用語は、vMotion
テクノロジーを理解するうえで重要です。
ホスト
VMware インフラストラクチャのハードウェア リソース プールの一部である物理サーバ。
コールド マイグレーション
送信元ホストで電源をオフした VM の移行。VM は、VM の転送が完了した後、宛先ホスト
でもう一度電源オンになります。

Cisco UCS Director VMware vSphere リリース 6.5 管理ガイド
1

VMware vMotion の管理
移行オプション

ホット マイグレーション
電源がオンになっている VM の移行。送信元ホストで実行していた VM（およびアプリケー
ション）は、ホット マイグレーションの完了後、変更の影響を受けずに、宛先ホストで実
行を継続します。
[ポート プロパティの変更（Modify Port Properties）] タスクを使って VMkernel NIC で vMotion を
有効にできます。
VMkernel NIC のポート プロパティの変更を参照してください。

移行オプション
VM の実行状態に基づき、ユーザが使用できる移行オプションにはわずかな違いがあります。電
源がオフになっている VM では、すべての移行オプションを提供することが可能で、これらのオ
プションは同時に実行できます。一方、電源がオンになっている VM では、同じジョブ内のリソー
スまたはデータのみ移行できます。
表 1：移行オプション

オプション

説明

タイプ

ホストの変更

VM を別の ESX/ESXi ホストへ vMotion
移動します。
ネットワーク ポート グループ
を選択して編集することもでき
ます。ネットワーク ポート グ
ループの変更は、VMware
vCenter バージョン 6.0 以降でサ
ポートされます。

データストアの変更 VM 構成ファイルと仮想ディス Storage vMotion
クを移動します。

VM 状態
電源オフ（コール
ド）または電源オン
（ホット）

電源オフ（コール
ド）または電源オン
（ホット）

ホストとデータスト VM を別の ESX/ESXi ホストに 結合された vMotion 電源オフ（コール
アの両方の変更
移動し、構成ファイルと仮想 と Storage vMotion
ド）または電源オン
ディスクを移動します。
（ホット）
このオプションはデータセン
ター間の移行をサポートしてお
り、サブネットの異なるホスト
に VM を移行することができま
す。
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電源が入った状態で
の移行は、VMware
vSphere バージョン
6.0 以降でサポート
されます。

VMware vMotion の管理
[VM の移行（Migrate VM）] ウィザードを使用した移行

[VM の移行（Migrate VM）] ウィザードを使用した移行
新しいホスト ノードおよびデータストアに VM を移行できます。ホスト ノードの変更時に、ソー
ス VM ネットワークを変更することもできます。vMotion または Storage vMotion を実行するには、
次の手順を実行します。

（注）

VM の移行は同じ vCenter 内でのみサポートされます。

手順
ステップ 1

[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] を選択します。

ステップ 2

[コンピューティング（Compute）] ページでクラウドを選択します。

ステップ 3

[コンピューティング（Compute）] ページで [VM（VMs）] をクリックします。

ステップ 4

移行する VM を含む行をクリックします。

ステップ 5

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウン リストから [VM の移行（Migrate VM）]
を選択します。

ステップ 6

[VM の移行（Migrate VM）] 画面で、移行のタイプを選択します。
• ホストの変更
• データストアの変更
• ホストとデータストアを変更

ステップ 7

[ホスト ノード（Host Node）] または [データストア（Datastore）] を展開して、VM を移行するホ
スト ノードまたはデータストアをオンにします。

ステップ 8

ホスト ノードを変更する場合は、[ネットワークの変更（Modify Networks）] をオンにしてソース
VM ネットワークを変更します。

ステップ 9

[VM ネットワーク マッピング（VM Network Mappings）] を展開して、変更するネットワーク ア
ダプタを含む行をクリックし、編集アイコンをクリックします。

ステップ 10

[VM ネットワーク マッピング エントリの編集（Edit VM Network Mappings Entry）] で、[ターゲッ
ト ポート グループ名（Target Port Group Name）] ドロップ ダウン リストから新しいポート グルー
プを選択します。

ステップ 11

[送信（Submit）] をクリックします。
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VMware vMotion の管理
VM の移行ワークフロー タスクを使用した移行

VM の移行ワークフロー タスクを使用した移行
Cisco UCS Director タスク ライブラリから移行用のワークフローへ、VM の移行タスクを追加する
ことができます。

（注）

[VM の移行（Migrate VM）] タスクは、移行オプション, （2 ページ） で説明している 3 つ
のオプションすべてについて VM の移行をサポートしています。

手順
ステップ 1

[オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[オーケストレーション（Orchestration）] ページで [ワークフロー（Workflows）] をクリックしま
す。

ステップ 3

ワークフローを含む行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウン リストから [ワークフロー デザイナ
（Workflow Designer）] を選択します。

ステップ 5

[使用可能なタスク（Available Tasks）] で、[仮想化タスク/VMware タスク/VMware VM タスク
（Virtualization Taks/VMware Tasks/VMware VM Tasks）] フォルダに移動します。

ステップ 6

[VM の移行（Migrate VM）] フォルダを [ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] 画面にド
ラッグアンドドロップします。

ステップ 7

[タスクの追加（VM の移行）（Add Task (Migrate VM)）] 画面で、ワークフロー タスクの基本情
報をフィールドに入力します。

ステップ 8

[ユーザ入力マッピング（User Input Mapping）] 画面で、ワークフロー入力フィールドから値を使
用する属性を選択します。

ステップ 9

[タスク入力（Task Inputs）] 画面で、ワークフロー入力にマッピングされていないタスク入力の値
を選択します。

ステップ 10

[ユーザ出力マッピング（User Output Mappings）] 画面で、ワークフロー出力に使用するタスク出
力属性の [ユーザ出力にマッピング（Map to User Output）] チェック ボックスをオンにします。

ステップ 11

[送信（Submit）] をクリックします。
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