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本書について

VMware® vCenter Site Recovery Manager (SRM) は、VMware vCenter Server の拡張機能で、vCenter 仮想マシン
のリカバリの計画、テスト、実行を支援するビジネスの継続性およびディザスタ リカバリ ソリューションを提供します。
SRM では、レプリケートされるデータストアを検出、管理して、vCenter 間のインベントリの移行を自動化できます。

対象読者

本書は、vSphere やレプリケーション テクノロジー（ホスト ベースのレプリケーションやレプリケートされたデータス
トアなど）に詳しい Site Recovery Manager 管理者を対象としています。このソリューションは、vSphere インベント
リの保護を構成する管理者のニーズに対応します。また、保護インベントリに仮想マシンを追加する必要があるユーザー

や、既存のインベントリが SRM で使用できるように正しく構成されているかを確認する必要があるユーザーにも対応し
ています。

VMware の技術ドキュメントの用語集
VMWare の技術ドキュメントには、新しい用語などを集約した用語集があります。当社の技術ドキュメントで使用されて
いる用語の定義については、http://www.vmware.com/support/pubs をご覧ください。

本書へのフィードバック

ドキュメントの向上にご協力ください。本書に関するコメントがございましたら、メール アドレス 
docfeedback@vmware.com までフィードバックをお寄せください。

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースをご紹介します。本書およびその他の文書の最新バー
ジョンは、http://www.vmware.com/support/pubs でご覧いただけます。

オンライン サポートおよび電
話サポート

テクニカル サポート リクエストの提出や、製品および契約情報の確認、製品の登録を
オンラインで行うには、http://www.vmware.com/support をご覧ください。

該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、迅速な対応が必要な Severity1 の
問題に関しては電話でのサポートをご利用ください。詳細は 
http://www.vmware.com/support/phone_support.html をご覧ください。

サポート サービス お客様のビジネス ニーズに適した VMware 各種サポートの詳細については、
http://www.vmware.com/support/services をご覧ください。

VMware プロフェッショナル
サービス

VMWare 教育サービスのコースでは、広範なハンズオン ラボやケース スタディをご
紹介します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供してい

ます。トレーニングは、オンサイト、講義形式、およびライブ オンラインで受講でき
ます。オンサイトのパイロット プログラムと実装のベスト プラクティスでは、VMware
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コンサルティング サービスにより、お客様の仮想環境の評価、計画、構築、管理に役
立つ情報を提供しています。教育トレーニング、認定プログラム、およびコンサルティ

ング サービスの情報については、http://www.vmware.com/services をご覧くださ
い。
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VMware vCenter Site Recovery Manager
の管理 1

VMware vCenter Site Recovery Manager（SRM）は、ビジネスの継続性および災害復旧のためのソリューションで
す。このソリューションにより、2 つのサイト、すなわち保護サイトと復旧サイト間で vCenter 仮想マシンのリカバリを
計画、テスト、および実行できます。

複数のサードパーティ製ディスク レプリケーション メカニズム（アレイ ベースのレプリケーション）または VMware
vSphere レプリケーションを使用するように SRM を構成できます。

2 種類の復旧が使用できます。

計画済みの移行 計画移行とは、保護サイトの仮想マシンを順次運用から外して、復旧サイトにある同等

の仮想マシンを運用に組み込むことを指します。計画移行を正常に行うには、両方のサ

イトが稼働しており、問題なく動作している必要があります。

災害復旧 災害復旧も計画移行と類似ですが、両方のサイトが稼働している必要はない点が異なり

ます。災害復旧操作では、保護サイトの運用の障害が報告されますが、それ以外は無視

されます。

SRM は、リカバリ プロセスと基盤となるレプリケーション メカニズムを連係させて、保護サイトの仮想マシンをクリー
ン シャットダウンし（保護サイトの仮想マシンがまだ使用できる場合）、レプリケートされた仮想マシンを起動できるよ
うにします。保護された仮想マシンの復旧サイトでの復旧は、仮想マシンの起動順序が指定されている復旧プランに従っ

て行われます。復旧プランでは、IP アドレスなどのネットワーク パラメータも指定します。また、カスタム復旧アクショ
ンを実行できるユーザー指定のスクリプトも含めることができます。

復旧完了後は、実行中の仮想マシンが保護されなくなります。この保護の縮小の問題に対処するため、SRM では、アレイ
ベース ストレージ上で保護された仮想マシンの再保護操作をサポートしています。再保護操作では、元の保護サイトが復
旧した後で 2 つのサイトの役割を逆にします。すなわち、それまで復旧サイトであったサイトが保護サイトになり、それ
まで保護サイトであったサイトが復旧サイトになります。

SRM では、復旧プランをテストできます。レプリケートされたデータの一時的なコピーを使用して、保護サイトと復旧サ
イトで進行中の操作を中断しないようにテストを実行できます。再保護の完了後にテストを実行することによって、新し

い保護サイトと復旧サイトの構成が有効であることを確認できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n SRM のデプロイ (P. 10)

n 保護サイトと復旧サイト (P. 11)

n Site Recovery Manager のデータベースについて (P. 16)

n SRM と VMware vCenter Server (P. 17)

n SRM ライセンス (P. 17)

n SRM の認証 (P. 18)

n ロールと権限について (P. 19)
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n SRM ネットワーク ポート (P. 23)

n SRM への接続 (P. 23)

n Site Recovery Manager の操作上の制限 (P. 24)

SRM のデプロイ
SRM を構成するためには、いくつかのグループのタスクを完了する必要があります。一部のタスクはすべての場合に実行
する必要があり、一部のタスクは vSphere レプリケーション（VR）またはアレイ ベースのレプリケーションに対しての
み実行する必要があります。環境が両方のタイプのレプリケーションを使用する場合、すべてのタスクを考慮してくださ

い。そうしない場合は、考えられるタスク セットのサブセットのみを完了する必要があります。

このセットには次のタスクが含まれます。

1 最新の SRM ソフトウェアと必要なパッチを取得します。

2 各サイトで SRM データベースを構成します。

3 保護サイトで SRM をインストールします。

4 復旧サイトで SRM をインストールします。

5 サイトをペアリングします。

VR を使用する場合、次のタスクを実行します。

1 保護サイトで vSphere Replication Management Server (VRMS)をデプロイします。

2 復旧サイトで VRMS をデプロイします。

3 両方のサイトで VRMS のデータベースを構成します。

4 仮想アプライアンス管理インターフェイス（VAMI）を使用して両方の VRMS サーバを構成します。

5 復旧サイトで vSphere レプリケーション サーバ（VRS）をデプロイします。

6 両方向のレプリケーションが必要な場合、保護サイトで VR サーバをデプロイします。

7 VRMS で VRS を登録します。

8 サイト間で 2 つの VRMS アプライアンスを接続します。

アレイ ベースのレプリケーションを使用する場合、両方のサイトで次のタスクを実行します。

1 ストレージ レプリケーション アダプタ（SRA）をインストールします。

2 アレイ マネージャを構成します。

VR、アレイまたは両方で必要なインフラストラクチャを確立した後で、次のステップを完了します。

1 インベントリ マッピングを構成します。

2 プレースホルダ データストアを構成します。

3 VR を使用する場合、データストア マッピングを構成します。

4 保護グループを作成します。

5 仮想マシンを保護します。

6 復旧プランを作成します。

Site Recovery Manager 管理ガイド
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保護サイトと復旧サイト

通常の SRM インストールでは、保護サイトは業務に不可欠なデータセンター サービスを提供します。復旧サイトはこの
ようなサービスを移行できる代替設備となります。

保護サイトには、vCenter が重要なビジネス ニーズをサポートする任意のサイトを指定できます。復旧サイトは、何千マ
イル離れた場所にも配置できます。逆に、冗長性を確立する手段として同じ室内に配置することもできます。通常、復旧

サイトは、保護サイトに影響を与える環境、インフラストラクチャ、またはその他の障害による影響を受けにくい設備に

配置されます。

SRM には、各サイトの VMware vSphere® 構成に関する次の要件があります。

n 各サイトには、少なくとも 1 つのデータセンターが必要です。

n アレイベース レプリケーションを使用する場合、両方のサイトで同じレプリケーション テクノロジーを使用できる
必要があります。

n 復旧サイトは、保護サイトと同じ仮想マシンおよび負荷をサポートできるハードウェア、ネットワーク、およびスト

レージ リソースを備えている必要があります。

n サイトは、信頼性の高い IP ネットワークによって接続されている必要があります。アレイベース レプリケーション
を使用する場合、ネットワーク接続要件がアレイのネットワーク要件を満たしていることを確認してください。

n 復旧サイトは、保護サイトと同等のネットワーク（パブリックおよびプライベート）にアクセスできる必要がありま

す。ただし、ネットワーク アドレスの範囲は同じでなくてもかまいません。

サイト ペアリング
SRM を使用するには、事前に保護サイトと復旧サイトをペアリングしておく必要があります。SRM には、サイトペアリ
ング プロセスの手順を示すウィザードが含まれています。サイト間の接続を確立して 2 つのサイトの認証情報を入力し、
情報を交換できるようにする必要があります。サイト ペアリングを行うには、両方のサイトでの vSphere 管理者権限が
必要です。サイトペアリング プロセスを開始するには、各サイトの vSphere 管理者のユーザー名とパスワードが必要で
す。vSphere レプリケーションを使用する場合、SRM サイトのペアリングと同様の方法で vSphere Replication
Management Server をペアリングする必要があります。

アレイベース レプリケーション
アレイベース レプリケーションを使用する場合、保護サイトの 1 つ以上のストレージ アレイで復旧サイトのピア アレイ
にデータをレプリケートできます。ストレージ レプリケーション アダプタ（SRA）を使用すると、幅広い種類のアレイと
SRM を統合できます。

SRM とアレイベース レプリケーションを併用する場合、SRM をインストールして構成する前にレプリケーションを確立
してください。

ストレージ レプリケーション アダプタ

ストレージ レプリケーション アダプタは、SRM リリースの一部ではありません。アレイ ベンダーによって開発およびサ
ポートされています。ストレージ レプリケーション アダプタと関連ドキュメントは、
http://www.vmware.com/jp/download/srm/ からダウンロードできます。VMware はほかのサイトからダウンロー
ドされたストレージ レプリケーション アダプタをサポートしていません。SRM で使用する各アレイに固有の SRA を SRM
サーバ ホストでインストールする必要があります。SRM は複数の SRA の使用をサポートしています。

双方向操作について

両方向を保護するために、ペアにした SRM サイトを 1 組使用することができます。各サイトは同時に保護サイトと復旧
サイトの両方に設定できますが、仮想マシンは別々のセットになります。この特長はアレイベース レプリケーションには
限定されません。ただし、アレイベース レプリケーションを使用しているときには、アレイの LUN で任意の 1 つが 1 方
向のレプリケーションのみを実行します。同じアレイの 2 つの異なる LUN はそれぞれ、互いに異なる方向でレプリケー
トできます。

第 1 章 VMware vCenter Site Recovery Manager の管理
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Site Recovery Manager によるデータストア グループの計算方法

データストア グループの構成は、そのグループ内のデータストアにファイルがある一連の仮想マシン、およびそれらの
データストアが保存されているデバイスによって決まります。

アレイベース レプリケーションを使用する場合、各ストレージ アレイはレプリケートされる一連のデバイスをサポート
します。ファイバ チャネルや iSCSI などの接続プロトコルを使用するストレージ エリア ネットワーク（SAN）では、こ
れらのデバイスは 1 つ以上の物理デバイスを構成する LUN（Logical Storage Units）と呼ばれます。NFS アレイでは、
これらのデバイスは通常ボリュームとして参照されます。レプリケートされるストレージ デバイスの各ペアでは、1 つの
デバイスがレプリケーション ソースで、もう 1 つのデバイスがレプリケーション ターゲットです。ソース デバイスに書
き込まれたデータは、アレイのレプリケーション ソフトウェアで制御されるスケジュールでターゲット デバイスにレプ
リケートされます。SRM が SRA と連携するように構成すると、レプリケーション ソースが保護サイトで、レプリケー
ション ターゲットが復旧サイトになります。

データストアには、仮想マシン ファイルのためのストレージがあります。物理ストレージ デバイスの詳細を隠すことで、
データストアはストレージ容量の割り当てを簡素化し、仮想マシンのストレージ ニーズを満たすための同一のモデルを提
供します。データストアは複数のデバイスにまたがることがあるため、SRM はデータストアをバッキングするすべてのデ
バイスがレプリケートされていることを確認してからでないと、そのデータストアを使用する仮想マシンを保護できませ

ん。SRM は、保護された仮想マシン ファイルを含んでいるすべてデバイスが確実にレプリケートされるようにする必要
があります。復旧またはテストの間、SRM はそれらのデバイスすべてを同時に処理する必要があります。これを実現する
には、SRM は複数のデータストアにまたがる仮想マシンに対応するために、データストアをデータストア グループに統
合します。SRM は、適切な仮想マシンを保護できるようにデータストア グループに必要なすべてのデータストアが含ま
れていることを定期的にチェックします。データストア グループは必要に応じて再計算されます。たとえば、新しいデバ
イスが仮想マシンに追加されて、以前はデータストア グループに含まれていなかったデータストアにこれらのデバイスが
保存される場合、再計算が行われます。

データストア グループは必要な数のデバイスで構成されています。仮想マシンの一部のファイルがグループ内の 1 デバイ
スに保存されている場合、そのすべてのファイルが同じグループの一部であるデバイスに保存されるのを確保するための

デバイス数は、必要な数の最小数です。たとえば、ある仮想マシンのディスクが 2 つの異なるデータストアにある場合
は、両方のデータストアを 1 つのデータストア グループに結合する必要があります。データストアがデータストア グルー
プに結合される原因となる条件は、次のとおりです。

n 仮想マシンのファイルが 2 つの異なるデータストアにある。

n 2 つの仮想マシンが 1 つの SAN アレイにある RDM デバイスを共有している（MSCS クラスタなどの場合）。

n 2 つのデータストアが、同じデバイスの異なるパーティションに対応するエクステントにまたがっている。

n 1 つのデータストアが、2 つの異なるデバイスのパーティションに対応する 2 つのエクステントにまたがっている。

n 複数のデバイスが整合性グループに属している。整合性グループは、デバイスのターゲット セットのすべての状態
がデバイスのソース セットの状態としてある時点で存在したレプリケートされたデバイスの集合です。非公式には、
復旧がこれらのデバイスを使用して起こる時などに、デバイスが同時にレプリケートされ、ターゲットにアクセスす

るソフトウェアは処理準備ができていな状態のデータを見ることはありません。

vSphere のレプリケーション
vSphere レプリケーション（VR）では、SRM は vSphere レプリケーション テクノロジーを使用して復旧サイトのサー
バにデータをレプリケートします。

vSphere レプリケーションは、vSphere Replication Management Server (VRMS)を使用して、VR インフラストラク
チャを管理します。VR は VR サーバ（VRS）仮想アプライアンスと VRMS 仮想アプライアンスをインストールすること
を必要とします。どちらもインストール プロセス時に SRM と共にインストールできます。VR ではストレージ アレイは
必要ありませんが、VR ストレージ レプリケーションのソースとターゲットには任意の標準ストレージ デバイス（スト
レージ アレイも含む）を使用できます。
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保護グループと復旧プランについて

保護グループとは、仮想マシンとテンプレートの集まりです。復旧プランは、特定の保護グループ内の仮想マシンを復旧

する方法を指定します。アレイベース レプリケーションを使用してレプリケートされた仮想マシンの場合、保護グループ
は、同じレプリケートされたデータストア グループを使用する仮想マシンで構成されます。

アレイベース レプリケーションの保護グループを作成するとき、アレイ情報を指定すると、SRM は仮想マシンのセット
を計算します。vSphere レプリケーションでレプリケートされた仮想マシンに保護グループを作成する場合、保護グルー
プに任意の仮想マシンを追加できます。

アレイベース レプリケーションでは、保護グループのデータストア グループのデータストアのすべての仮想マシンとテ
ンプレートが一緒に、復帰されます。保護グループを作成するときには、最初は保護グループに関連付けられたデータス

トア グループの 1 つにすべてのファイルをストアする仮想マシンのみが含まれます。仮想マシンを保護グループに追加す
るには、その保護グループに関連付けられたデータストア グループに属するいずれか 1 つのデータストア上に仮想マシン
を作成します。また、Storage vMotion を使用することで、保護グループに関連付けられたデータストア グループに属
するいずれか 1 つのデータストアに仮想マシンのストレージを移動して、仮想マシンを保護グループに追加することもで
きます。仮想マシンのファイルを別のデータストアに移動することで、保護グループからメンバーを削除できます。保護

グループには、1 つ以上のデータストア グループを含めることができます。ただし、データストア グループは 1 つの保
護グループにのみ属することができます。

同じ保護グループに対応する複数の復旧プラン

復旧プランは、自動化されたランブックに似ています。この復旧プランは、仮想マシンがパワーオフまたはパワーオンす

るときの順序や、復旧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、復旧プロセスのすべてのステップを制御
します。復旧プランは柔軟性があり、容易にカスタマイズできます。

復旧プランは 1 つ以上の保護グループを参照します。1 つの保護グループを複数の復旧プランで指定できます。たとえ
ば、保護サイトから復旧サイトへのサービスの計画済みの移行を処理する復旧プランと電源障害や自然災害などの予想外

のイベントを処理する復旧プランを作成できます。これらの異なる復旧プランを持つことで、復旧をどのように行うかを

決定できます。

保護グループを復旧する際、復旧プランは 1 度に 1 つだけ使用できます。同じ保護グループを指定する複数の復旧プラン
を同時にテストまたは実行する場合、保護グループをフェイルオーバーできる復旧プランは 1 つのみです。同じ保護グ
ループを指定する他の実行中の復旧プランは、その保護グループと保護グループに含まれている仮想マシンに関する警告

を報告します。これらの警告では、仮想マシンがフェイルオーバーされたことを示します。これらの復旧プランの対象と

なる他の保護グループが、この警告の影響を受けることはありません。

仮想マシンの保護の構成と保持

保護グループ内のすべての仮想マシンは、復旧サイトの vSphere インベントリに追加できるように構成する必要があり
ます。アレイベースのレプリケーションでは、復旧サイトに存在するリソース プール、フォルダ、およびネットワークに
各仮想マシンを割り当てる必要があります。SRM 管理者は、これらの割り当てに関するデフォルトを指定できます。これ
らのデフォルトはインベントリ マッピングと呼ばれ、保護グループの作成時に適用されます。また、保護グループに新し
い仮想マシンを追加する際など、必要に応じてその都度、再適用することもできます。インベントリ マッピングを指定し
ていない場合は、保護グループのメンバーごとにそのマッピングを個別に構成する必要があります。保護データストアに

あるが、構成されていなかったり、適切に構成されていない仮想マシンは、保護されません。

プレースホルダ仮想マシンとインベントリ マッピングについて

保護グループに追加する各仮想マシンにたいして、常に SRM によってそのプレースホルダが復旧サイトに作成されます。
これらのプレースホルダは、復旧サイトのインベントリに追加したり、その一部として管理できます。

保護グループに仮想マシンやテンプレートを追加すると、SRM は、復旧サイトで仮想マシン ファイルのサブセットを作
成して、復旧サイトのインベントリに仮想マシンやテンプレートのための場所を確保します。以後、復旧サイトの vCenter
に仮想マシンを登録するためのプレースホルダとしてそのサブセットが使用されます。これらのプレースホルダが復旧サ

イトのインベントリにあると、SRM 管理者が保護されている仮想マシンを確認する目印になります。また、これにより、
vCenter 管理者にとっては、SRM での復旧プランのテストまたは実行時に、その仮想マシンがパワーオンでき、ローカ
ル リソースの消費を開始できることを確認する目印になります。
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保護グループのメンバーは、そのプレースホルダが作成されていない限り保護されません。プレースホルダは、保護グルー

プの全メンバーにサイトのインベントリ マッピングを適用するか、個々のメンバーにマッピングを構成して、有効なイン
ベントリ マッピングを確立しない限り作成されません。確立されたインベントリ マッピングがサイトにあると、仮想マ
シンの保護を個別に構成してインベントリ マッピングを上書きすることはできません。保護グループの一部のメンバーに
対してインベントリ マッピングを上書きする必要がある場合は、vSphere Client を使用して復旧サイトに接続し、プレー
スホルダの設定を編集するか、異なるフォルダまたはリソース プールにプレースホルダを移動します。

プレースホルダは、復旧サイトの vCenter インベントリのその他のメンバーと同様に処理されますが、パワーオンできま
せん。プレースホルダが作成されると、そのフォルダやコンピュータ リソースの割り当てが、保護サイトで作成されたイ
ンベントリ マッピングから導出されます。復旧サイト vCenter の管理者は、必要に応じてフォルダと計算リソースの割
り当てを変更できます。プレースホルダ仮想マシンのネットワークへの変更は、インベントリ マッピングでのみ編集でき
ます。ネットワークのマッピングがない場合、ユーザーは仮想マシンを保護するときに新しいネットワークを指定できま

す。プレースホルダに加えられた変更は、仮想マシンの保護時に確立された設定を上書き、テスト中や復旧中は復旧サイ

トで保持されます。

保護された仮想マシンが復旧プランのテストまたは実行により復旧されると、そのプレースホルダは復旧された仮想マシ

ンで置き換えられ、復旧プランに従ってパワーオンされます。復旧プランのテストが完了すると、プレースホルダがクリー

ンアップ処理の一部としてリストアされます。

復旧プランのテストと実行

復旧プランのテストでは、復旧プランのほぼすべての部分が実行されます。ただし、進行中の操作を中断しないようにす

るために、一部の機能は実行されません。復旧プランのテストによって、保護サイトまたは復旧サイトのいずれにも持続

的な影響が及ぶことはありませんが、復旧プランを実行すると、両方のサイトに重大な影響が及びます。

必要な回数、復旧テストを実行してください。復旧プランをテストしても、いずれかのサイトでレプリケーションまたは

進行中の操作に影響が及ぶことはありません。復旧プランをテストすると、復旧サイトの選択したローカル仮想マシンが

一時的にサスペンドされることがあります (そのように復旧を構成している場合)。復旧プランのテストはいつでもキャン
セルできます。

計画済み移行の場合、ソースからターゲットへの最終同期後に復旧によってレプリケーションが停止します。災害復旧の

場合、仮想マシンは目標復旧時点（RPO）によって決められた直近の使用可能な状態に復元されます。最後のレプリケー
ションが完了したら、SRM は両方のサイトで変更を適用します。この変更を元に戻すには、かなりの時間と労力を要しま
す。このため、復旧プランをテストする権限と復旧プランを実行する権限は、別々に割り当てる必要があります。

復旧プランのテストおよび実行を行う場合は、異なる権限が必要です。

表 1‑1.  復旧プランのテストと実行の相違点

復旧プランのテスト 復旧プランの実行

必要な権限 割り当てます。Site Recovery Manager.
復旧プラン.テスト[権限] タブからの権限

割り当てます。Site Recovery Manager.復旧プ
ラン.復旧 [権限] タブからの権限

保護サイトでの仮想マシンへの影響 なし 仮想マシンは、優先順位の低い順にシャットダウ

ンされます。

復旧サイトでの仮想マシンへの影響 ローカル仮想マシンは、プランにより要求

される場合はサスペンドされます。サスペ

ンドされた仮想マシンは、テストのクリー

ンアップ後に再起動されます。

ローカル仮想マシンは、プランにより要求される

場合はサスペンドされます。

レプリケーションへの影響 レプリケートされるストレージの一時的な

スナップショットが復旧サイトで作成され

ます。アレイ ベースのレプリケーションの
場合、アレイを検出するためにアレイが再

スキャンされます。

計画済みの移行の場合、レプリケートされるデー

タストアが同期されたら、レプリケーションは停

止し、復旧サイトのターゲット デバイスが書き
込み可能になります。災害復旧中には、同じ手順

が試みられますが、成功しない場合、エラーは無

視されます。
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表 1‑1.  復旧プランのテストと実行の相違点 (続き)

復旧プランのテスト 復旧プランの実行

ネットワーク テスト ネットワークが明示的に割り当てら
れている場合、復旧された仮想マシンは、

テスト ネットワークに接続されます。仮想
マシンのネットワークの割り当てが [自動]
の場合、SRM は物理ネットワークに接続
されていない一時的なネットワークに仮想

マシンを割り当てます。

復旧された仮想マシンは、データセンター ネッ
トワークに接続されます。

中断 キャンセルできます。 場合によっては、キャンセルできます。

復旧時 SRM と DPM および DRS の連携方法

DPM（Distributed Power Management）は、ESX ホストの電力使用状況を管理する機能です。DRS（Distributed
Resource Scheduler）は ESX ホストへの仮想マシンの割り当てを管理する機能です。DPM と DRS は必須ではありませ
んが、SRM は両方のサービスをサポートして、SRM を使用する場合にこれらのサービスから特定の利点を得られるよう
にします。

SRM はクラスタで DPM を一時的に無効にし、復旧が始まる前に、その中のすべてのホストがパワーオンされるようにし
ます。復旧かテストの完了後、SRM はクラスタに対して DPM を再び有効にします。ただし、クラスタ内のホストが実行
状態のままで、必要に応じて DPM はそれらをパワーダウンできます。SRM は、使用可能な ESX ホスト全体で仮想マシ
ンをラウンドロビン順に登録して、潜在的な負荷をできるだけ均一に分散します。DRS がクラスタで無効にされている場
合でも、SRM は常に DRS 配置を使用して、復旧サイトで復旧した仮想マシンをパワーオンする前にホスト全体にわたっ
てインテリジェントに負荷を分散します。DRS が有効にされて完全自動モードにある場合、SRM が復旧した仮想マシン
をパワーオンしている間、DRS は他の仮想マシンを移動することでクラスタ全体の負荷をさらに分散し、SRM が復旧し
た仮想マシンのパワーオンを終えた後でも、クラスタ全体のすべての仮想マシンの負荷分散を実行し続けます。

テスト バブル ネットワークとデータセンター ネットワーク

SRM では、テスト中に復旧された仮想マシンが接続されるテスト バブル ネットワークを作成できます。SRM はデフォル
トの自動設定に戻り、誤ってテスト復旧が実行されても、生産に影響が及ばないようにします。このネットワークは、固

有の仮想スイッチによって管理されます。また、ほとんどの場合、復旧された仮想マシンは、IP アドレスやゲートウェイ
などのネットワーク プロパティを変更することなく、このネットワークを使用できます。一方、データセンター ネット
ワークは、復旧サイトの既存の仮想マシンを標準でサポートするネットワークです。それを使用するため、復旧された仮

想マシンはネットワーク アドレスの可用性規則に従う必要があります。これらの仮想マシンは、ネットワークのスイッチ
が利用し経由することができるネットワーク アドレスを使用する必要があり、正しいゲートウェイおよび DNS ホストな
どを使用するように構成する必要があります。DHCP を使用する復旧された仮想マシンは、追加のカスタマイズ設定を行
わずに、このネットワークに接続できます。それ以外の仮想マシンでは、IP のカスタマイズとそのカスタマイズを適用す
る復旧プランのステップが必要となります。

相互に通信する必要がある仮想マシンは、同じテスト バブル ネットワークにフェイルオーバーする必要があります。た
とえば、Web サーバでデータベースの情報にアクセスする場合、そのような仮想マシンは同じネットワークに一緒にフェ
イルオーバーする必要があります。これにより、フェイルオーバーした仮想マシンの機能をテストできます。

再保護について

再保護では、元の保護サイトに復旧して戻した後で復旧した仮想マシンを保護できます（レプリケーションの方向反転を

含む）。

再保護では、復旧の前に確立された保護情報を使用して保護の方向反転を行います。復旧が終了したら、再保護プロセス

を完了できます。復旧がエラーで完了した場合、すべてのエラーを修正して復旧を再実行する必要があります。エラーが

発生しなくなるまでこのプロセスを繰り返します。

重要   再保護はアレイベースのレプリケーションでのみサポートされます。vSphere レプリケーション（VR）再保護はサ
ポートされていません。復旧プランが VR グループを含む場合、再保護操作を実行する前に、これらのグループを削除し
てください。
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フェイルバックについて

フェイルバックは、復旧後に、保護サイトと復旧サイトの元の構成をリストアするために使用できるオプションの手順で

す。保護されたサイトにサービスをリストアする準備ができたときにフェイルバック手順を構成し、実行することができ

ます。

フェイルバックとは、復旧後に保護サイトと復旧サイトの元の構成をリストアするために使用できる一連の手順を表す包

括的な用語です。フェイルバック中にエラーが発生した場合、これらのエラーを解決して、プロセスが正常に完了するま

でフェイルバックを繰り返す必要があります。

復旧を行った後で、フェイルバックを実行できます。フェイルバックには 3 つの段階があります。たとえば、最初は A が
保護サイトで B が復旧サイトだとします。復旧が実行され、仮想マシンをサイト B に移行します。フェイルバックを実行
する必要がある場合があります。このとき、以下の段階が生じます。

n 再保護を実行します。以前の復旧サイト B が保護サイトになり、保護に関する情報を使用して保護を確立します。こ
のとき A は復旧サイトになります。

n 計画済みの移行を実行します。仮想マシンをサイト A に復旧します。仮想マシンの可用性を維持するために、計画
済みの移行を実際に行う前にテストを実行できます。テストでエラーを検出できれば、実際に計画済みの移行を実行

する前にこれらの問題を解決できます。

n 2 回目の再保護が実行されます。このとき、サイト A は保護サイトで、サイト B は復旧サイトになります。

Site Recovery Manager のデータベースについて
SRM サーバには固有のデータベースが必要です。このデータベースは、復旧プランやインベントリ情報などのデータを保
存するために使用されます。

SRM データベースは、すべての SRM のインストールで重要な部分です。SRM をインストールするには、データベース
とデータベース接続を確立しておく必要があります。新しいリリースに SRM を更新する場合、既存のデータベース接続
を使用できますが、必ずデータベースをバックアップしてから更新してください。バックアップしておかないと、SRM の
以前のリリースに戻せなくなります。

各サイトの SRM データベースは仮想マシンの保護グループや復旧プランについての情報を保持しています。SRM データ
ベース スキーマの要件が異なるため、SRM は vCenter のデータベースを使用できません。vCenter データベース サー
バを使用して、SRM データベースを作成して、サポートできます。各 SRM サイトには、SRM データベースの固有のイ
ンスタンスが必要です。SRM をインストールするためには、あらかじめデータベースが存在している必要があります。

SRM をインストールするときには、SRM がデータベースに接続する方法について、以下の情報を指定します。

サーバ タイプ 使用しているデータベース サーバのタイプ。

DSN DSN（データベース ソース名）では、SRM データベースの情報を含むデータ構造を指
定します。これは、そのデータ ソースに接続するために ODBC ドライバで必要になり
ます。

ユーザー名とパスワード この認証情報は、SRM でデータベースを使用するために必要になります。

接続数 初期接続プール サイズ。すべての接続が使用中であり、さらに接続する必要がある場
合、最大接続数を超えない限り、新しい接続が作成されます。SRM にとってはプール
からの接続を使用する方が新しい接続を作成するよりも速くなります。ほとんどの場

合、この設定を変更する必要はありません。この設定を変更する前に、データベース管

理者に相談してください。

最大接続数 データベースに対して同時に開く最大接続数。データベース管理者がデータベースに対

して開くことができる接続数を制限している場合は、この値はその数を超えてはなりま

せん。ほとんどの場合、この設定を変更する必要はありません。この設定を変更する前

に、データベース管理者に相談してください。
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SRM と VMware vCenter Server
SRM サーバは、サイトで vCenter Server の拡張機能として機能します。SRM サーバはいくつかのサービスを vCenter
Server に依存しているため、SRM をインストール前に、サイトに vCenter Server をインストールして構成しておく必
要があります。

SRM は vCenter のサービス（ストレージ管理、認証、権限、ゲストのカスタマイズなど）を利用します。また、標準の
vSphere 管理ツールのセットを使用してそれらのサービスを管理します。

vCenter Server インベントリへの変更が SRM に及ぼす影響
SRM 保護グループは vCenter インベントリのサブセットに適用されるため、vCenter 管理者およびユーザーが作成した
保護インベントリへの変更は、SRM の保護と復旧の整合性に影響を及ぼす可能性があります。SRM は、保護サイトや復
旧サイトの vCenter インベントリ内の仮想マシン、フォルダ、リソース プール、およびネットワークなどの特定のオブ
ジェクトの可用性に依存しています。復旧プランによって参照されるフォルダやネットワークなどのリソースを削除する

と、プランが無効になることがあります。vCenter インベントリでのオブジェクトの名前変更や移動は、テストまたは復
旧時にリソースがアクセス不能にならないかぎり SRM への影響はありません。

SRM では、作業を中断することなく保護サイトで以下の変更を実行できます。

n 保護されている仮想マシンの削除。

n インベントリ マッピングが存在するオブジェクトの削除。

SRM では、作業を中断することなく復旧サイトで以下の変更を実行できます。

n 別のフォルダやリソース プールへのプレースホルダ仮想マシンの移動。

n インベントリ マップが存在するオブジェクトの削除。

SRM と vCenter データベース
SRM が拡張する vCenter インストールの更新を行う場合、更新中に vCenter データベースを再初期化しないでくださ
い。SRM では、すべての vCenter オブジェクトに関する ID 情報が SRM のデータベース内に保存されます。vCenter
データベースを再初期化すると、SRM で保存されている ID データと新しい vCenter の ID 情報が一致しなくなり、オブ
ジェクトが見つからなくなります。

SRM と他の vCenter Server ソリューション
SRM を使用して保護しているデプロイメントで、vCenter Update Manager、vCenter Server Heartbeat、VMware
Fault Tolerance、および vCenter CapacityIQ などの他の VMware ソリューションを使用することができます。ただ
し、他の VMware ソリューションを、SRM サーバが接続されている vCenter Server インスタンスに接続する際には十
分に注意してください。SRM と同じ vCenter Server インスタンスに他の VMware ソリューションを接続すると、SRM
または vSphere をアップグレードするときに問題が生じる可能性があります。SRM との互換性と相互運用性を確認して
から、これらのソリューションをデプロイしてください。

SRM ライセンス
SRM サーバの実行には、ライセンス キーが必要です。各 SRM サーバを、60 日間有効で最大 75 個の仮想マシンを保護
できる評価ライセンスでインストールします。

SRM では、vSphere ライセンス インフラストラクチャを使用してライセンスを管理します。また、SRM で仮想マシン
を保護および復旧できるように vSphere に十分なライセンスが必要です。

評価ライセンスの有効期間が終了すると、既存の保護グループは保護されたままで復旧できますが、有効な SRM ライセ
ンス キーを取得して割り当てるまで新しい保護グループを作成したり、既存の保護グループを変更したりすることはでき
ません。SRM をインストールしたら、なるべく早く SRM ライセンス キーを取得して割り当てることをお勧めします。ラ
イセンス キーは、VMware 営業部門または認定リセラーから入手できます。
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ライセンス キーを保護サイトと復旧サイトに割り当てる方法
SRM では、サイトの保護仮想マシンの最大数を指定するライセンス キーが必要です。通常、多数の仮想マシンを保護す
る場合、より多くのライセンスが必要になります。

n フェイルオーバーを有効にするには、1 つのサイトでキーをインストールします。

n 再保護などの双方向操作を有効にするには、両方のサイトでキーをインストールします。

リンクされた vCenter Server に SRM サーバが接続されている場合、SRM サーバで同じライセンス キーを共有できます。

ライセンス キーを取得するには、VMware 製品ライセンス センター
（http://www.vmware.com/support/licensing/index.html）にアクセスします。

SRM ライセンスは、仮想マシンを保護グループに追加するときや、保護グループから仮想マシンを削除するときに有効な
ライセンスをチェックします。ライセンスが順守されていない場合は、vSphere はライセンス アラームをトリガします。
VMware では、ライセンスの管理者に電子メールで通知できるように、トリガされたライセンス イベントのアラートを
設定することをお勧めします。

SRM の認証
SRM と vCenter Server 間の通信には常に SSL 接続が使用され、パブリック キー証明書または保存されている認証情報
による認証が行われます。

SRM サーバをインストールするときに、認証情報ベースの認証と証明書ベースの認証のいずれかを選択する必要がありま
す。各サイトの SRM サーバ間や SRM と vCenter 間で認証方法を混在させることができません。SRM では、認証情報
ベースの認証がデフォルトで使用されますが、証明書ベースの認証を代わりに選択することもできます。SRM サーバのイ
ンストール時に選択した認証方法を使用して保護サイトと復旧サイトの SRM サーバ間および SRM と vCenter 間の接続
を認証します。

証明書ベースの認証

信頼される機関が署名した PKCS#12 証明書を取得済みか取得可能な場合は、証明書ベースの認証を使用します。信頼さ
れる機関が署名したパブリック キー証明書を使用すると、多くの SRM 操作がスムーズに実行され、最高レベルのセキュ
リティが提供されます。SRM で使用する証明書には、特殊な要件があります。「パブリック キー証明書を使用する場合の
要件 (P. 19)」を参照してください。

認証情報ベースの認証

認証情報ベースの認証を使用する場合、SRM はインストール時に指定したユーザー名とパスワードを保存し、vCenter
と接続するときに、これらの認証情報を使用します。また、SRM は特殊用途の証明書を独自に作成して使用します。この
証明書には、インストール時に指定した追加情報が含まれます。この組織名と組織単位名の情報は、SRM サーバ ペアの
両方のメンバーで同じである必要があります。

注意   認証情報ベースの認証を選択すると、SRM は、この特殊用途の証明書を作成して使用しますが、認証情報ベースの
認証は、セキュリティの面でも操作の容易さにおいても証明書ベースの認証と同等ではありません。

証明書の警告

認証情報ベースの認証を使用すると、SRM サーバと vCenter の接続開始時に証明書の警告が表示されます。これは、
SRM と vCenter が作成した特殊用途の証明書によって示された信頼関係は SSL によって検証できないためです。警告に
より、もう一方のサーバで使用されている証明書のサムプリントとその ID を確認できます。この警告が表示されないよ
うするには、証明書ベースの認証を使用し、信頼される証明機関から証明書を取得します。
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パブリック キー証明書を使用する場合の要件
SRM をサポートする vCenter Server に、信頼される証明機関（CA）から発行された SSL 証明書をインストールしてい
る場合、SRM 用に作成する証明書が一定の基準を満たしている必要があります。

SRM は標準の PKCS#12 証明書を認証に使用しますが、証明書の所定のフィールドの内容について、いくつかの特定の要
件があります。これらの要件は、SRM サーバ ペアの両方のメンバー (保護サイトと復旧サイト) で使用される証明書に適
用されます。

n 証明書の [サブジェクト名] 値は、次のコンポーネントから作成する必要があります。

n 共通名 (CN) 属性 - この値は、ペアの両方のメンバーで同じである必要があります。ここに使用する適切な文字
列は「SRM」などです。

n 組織（O）属性 - この値は、サポートしている vCenter Server の証明書のこの属性の値と同じである必要があ
ります。

n 組織単位（OU）属性 - この値は、サポートしている vCenter Server の証明書のこの属性の値と同じである必
要があります。

n SRM サーバ ペアの各メンバーが使用する証明書には、[サブジェクトの別名] 属性を指定する必要があります。この
値は、SRM サーバ ホストの完全修飾ドメイン名です。(SRM サーバ ペアのメンバーごとに異なります)。この名前は
大文字小文字の比較が行われるため、SRM のインストール時には小文字を使用してください。

n openssl CA を使用していて、SRM サーバ ホストの完全修飾ドメイン名が srm1.example.com である場合
は、openssl の構成ファイルを変更して、次の 1 行を追加します。

subjectAltName = DNS:srm1.example.com

n Microsoft CA を使用する場合は、http://support.microsoft.com/kb/931351 で詳細を参照して、[サブジェ
クトの別名] を設定してください。

n SRM サーバ ペアの両方のメンバーが使用する証明書には、 必ず extendedKeyUsage または enhancedKeyUsage
の属性を指定し、その値を serverAuth, clientAuth にしてください。openssl CA を使用する場合は、openssl
の構成ファイルを変更して、次の 1 行を追加します。

extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth

n SRM 証明書のパスワードは、31 文字を超えてはいけません。

ロールと権限について

SRM はユーザーの代わりに操作を実行することにより、災害復旧を行います。これらの操作には、復旧プランや保護グ
ループなどのオブジェクトの管理、仮想マシンのレプリケーションや電源オフなどの操作が含まれます。SRM は適宜、こ
れらのタスクを完了することができ、また権限をもたない場合は操作の完了を拒否でなければなりません。この目標を達

成するために、SRM は権限とロールを使用します。

以下は、権限とロールに関連する重要な用語です。

権限 アクションを実行する権利。権限の例には、復旧プランの作成や保護グループの修正が

含まれます。

ロール 権限の集合。デフォルトのロールは、保護グループを管理したり、復旧を完了するユー

ザーなど、一部のユーザー ロールに関連付けられた権限を提供するように設計されて
います。

権限 一部のオブジェクトで特定のユーザーまたはグループ（プリンシパルと呼ばれる）に付

与されるロールです。権限はロール、オブジェクト、およびプリンシパルがすべて満た

されるものです。

権限は特権とオブジェクトが満たされるものです。たとえば、保護グループを変更する

特権（インベントリの特定の保護グループに適用される場合）です。
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SRM は操作が完了するときではなく、保護が構成されたときに操作が許可されるかどうかを判断します。SRM が適切な
権限が vSphere リソースに割り当てられたことを確認すると、将来のアクションは SRM が vSphere 管理者コンテキス
トを使用してユーザーの代わりに実行されます。

構成操作の場合、ユーザーの権限は操作が要求されたときに、検証されます。その他の操作では、2 段階の検証が必要です。

1 構成中に、SRM はシステムを構成するユーザーが vCenter オブジェクトの構成を完了するために必要な権限をもつ
ことを検証します。たとえば、ユーザーは仮想マシンを保護する権限をもち、復旧した仮想マシンが使用するセカン

ダリ vCenter Server のリソースを使用する必要があります。

2 構成を実行するユーザーは、タスクを完了するための権限をもつ必要があります。たとえば、ユーザーは復旧プラン

を実行するための権限をもつ必要があります。すると、タスクは管理者コンテキストで完了します。

結果としてフェイルオーバーなどの特定のタスクを完了するユーザーは、vSphere リソースで動作を行う権限をもつ必要
がありません。アクションはロールにより認証されますが、管理者として動作する SRM により遂行されます。これらの
操作は、サイト ペアリング中に指定される管理者認証情報を使用して実行されます。

SRM は vCenter Server により使用されるモデルと同様のモデルを使用して、内部 SRM オブジェクトの権限のデータ
ベースを維持します。SRM は vCenter オブジェクトでも、固有の SRM 権限を検証します。たとえば、SRM は領域の割
り当てなどの複数の低レベルの権限ではなく、ターゲット データストアでリカバリ使用権限をチェックします。

ロールと権限の割り当て

権限の割り当ては、サイト単位で適用されます。インストール後には、vCenter 管理者のみが SRM にログインできます。
他のユーザー アクセスを許可するためには、vCenter 管理者は SRM UI でそれらのユーザーに権限を付与する必要があ
ります。両方のサイトに対応する権限を追加する必要があります。

SRM は、SRM オブジェクトだけではなく、vCenter オブジェクトにも権限が必要です。リモート vCenter インストー
ルの権限を構成するためには、vSphere Client の別のインスタンスを開始します。SRM の権限をペアリング後に両方の
サイトの同じ UI から変更できます。SRM では、vCenter のロールと権限が追加され、SRM 固有のタスクや操作を詳細
に制御できます。SRM の [権限の割り当て] ウィンドウは、vSphere Client の [権限の割り当て] ウィンドウの使用方法と
同様に使用できます。

手順

1 [サイト] をクリックして、権限を割り当てるサイトを選択します。

2 [権限] タブをクリックします。

3 アイテムの 1 つを右クリックして、[権限の追加] をクリックします。

4 [割り当てられたロール] ドロップダウン メニューからロールを選択します。

このメニューには、SRM と vCenter で使用可能なロールがすべて表示されます。ロールが表示されると、ロール タ
イトルの下部のセクションに、そのロールに付与された権限のリストが表示されます。

5 選択したロールを選択したインベントリ オブジェクトのすべての子オブジェクトに適用するには、[子オブジェクト
へ伝達] を選択します。

6 [追加] ボタンをクリックします。

7 ロールのユーザーまたはグループを識別します。

a [ドメイン] ドロップダウン メニューから、ユーザーまたはグループが配置されているドメインを選択します。

b [検索] テキスト ボックスに名前を入力するか、[名前] リストから名前を選択します。

c [追加] をクリックし、[OK] をクリックします。

8 [OK] をクリックしてタスクを終了します。

権限リストには、そのオブジェクトに割り当てられたロールを持つユーザーとグループがすべて表示されるほか、そのロー

ルが割り当てられている階層内の場所も表示されます。
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次に進む前に

この手順を繰り返して、復旧サイトのユーザーにロールと権限を割り当てます。

SRM ロール リファレンス
SRM は一連のロールを含んでいます。各ロールには、アクションを完了するための権限セットが割り当てられています。

ロールの権限およびアクションのセットが重複している場合があります。たとえば、SRM 管理者ロールと SRM 保護グ
ループ管理者の両方が Site Recovery Manager に対して保護グループを「作成」する権限があります。この権限によっ
て、両方の管理者は保護グループを管理するためのタスク セットの一部を完了できます。

ロールの完全なリスト、これらのロールに付与された権限、およびこれらの権限と関連付けられているアクションについ

ては、以下のテーブルを参照してください。
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表 1‑2.  SRM ロール

ロール 権限 操作

SRM 管理者 Site Recovery Manager > 詳細設定 >
変更

Site Recovery Manager > アレイ マネー
ジャ > 構成
Site Recovery Manager > 診断 > エクス
ポート

Site Recovery Manager > インベントリ
のプリファレンス > 変更
Site Recovery Manager > プレースホル
ダ データストア > 構成
Site Recovery Manager > 保護グループ
> プランへの割り当て
Site Recovery Manager > 保護グループ
> 作成
Site Recovery Manager > 保護グループ
> 変更
Site Recovery Manager > 保護グループ
> 削除
Site Recovery Manager > 保護グループ
> プランからの削除
Site Recovery Manager > 復旧履歴 > 削
除されたプランの表示

Site Recovery Manager > 復旧履歴 > プ
ラン

Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 構成
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > コマンド
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 作成
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 変更
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 削除
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 再保護
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > テスト
Site Recovery Manager > リモート サイ
ト > 変更
仮想マシン > レプリケーション > 保護
仮想マシン > レプリケーション > 停止

詳細設定の構成

接続の構成

インベントリ環境設定の構成

プレースホルダ データストアの構成
アレイ マネージャの構成
保護グループの管理

復旧プランの管理

仮想マシンの保護

保護グループの編集

保護グループの削除

SRM 保護グループ管理者 Site Recovery Manager > 保護グループ
> 作成
Site Recovery Manager > 保護グループ
> 変更
Site Recovery Manager > 保護グループ
> 削除
仮想マシン > レプリケーション > 保護
仮想マシン > レプリケーション > 停止

保護グループの管理

仮想マシンの保護
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表 1‑2.  SRM ロール (続き)

ロール 権限 操作

SRM リカバリ プラン管理者 Site Recovery Manager > 保護グループ
> プランへの割り当て
Site Recovery Manager > 保護グループ
> プランからの削除
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 構成
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > コマンド
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 作成
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 変更
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 削除
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > テスト
リソース > リカバリ使用

復旧プランの管理

復旧プランへの保護グループの追加

復旧プランのテスト

復旧プラン テストのキャンセル
仮想マシンの復旧プロパティの編集

SRM テスト管理者 Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > 変更
Site Recovery Manager > リカバリ プラ
ン > テスト

復旧プランのテスト

復旧プラン テストのキャンセル
仮想マシンの復旧プロパティの編集

SRM ネットワーク ポート
SRM Server インスタンスは、複数のネットワーク ポートを使用して相互通信したり、クライアント プラグインと通信し
たり、vCenter Server と通信したりします。ポートのいずれかがほかのアプリーションで使用されている場合やネット
ワークで遮断されている場合は、SRM を再構成して、別のポートを使用する必要があります。

SRM は、単一サイトのホスト間のイントラサイト通信と保護サイトと復旧サイトのホスト間のインターサイト通信でデ
フォルトのネットワーク ポートを使用します。これらのデフォルト ポートは、SRM のインストール時に変更できます。
これらの標準ポート以外に、特定のアレイ ベース レプリケーション プロバイダのネットワーク要件を満たす必要もあり
ます。

SRM および vSphere Replication に開いておくべきすべてのポートのリストについては、
http://kb.vmware.com/kb/1009562 を参照してください。

すべての VMware 製品が使用するデフォルト ポートのリストについては、http://kb.vmware.com/kb/1012382 を参
照してください。

SRM への接続
vSphere Client を使用して SRM に接続し、SRM を管理します。必ず、必要な権限を持つロールを割り当てられたアカ
ウントを使用して接続してください。

SRM では、SRM デプロイの特定の SRM サイトに接続する必要はありません。保護サイトおよび復旧サイトに変更を加
えるには、いずれかのサイトの vCenter Server に接続します。SRM デプロイで管理タスクを実行するには、最初に次の
手順を実行します。

手順

1 vSphere Client を開き、保護サイトまたは復旧サイトの vCenter Server に接続します。

目的のタスクを実行するのに必要な権限が付与されているアカウントを使用してログインします。

n サイトがペアになっていない場合、接続するシステムを選択する必要があります。

n サイトがペアになっている場合、両方のサイトのユーザー名とパスワードを入力する必要があります。
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2 vSphere Client のホーム ページで [サイト リカバリ] アイコンをクリックします。

[サイト リカバリ] アイコンをクリックしたら、特定の管理タスクの所定のステップを実行してください。

SRM によっていくつかのロールが追加されます。各ロールには SRM タスクを実行するための権限が含まれています。
ユーザーがタスクを実行できるようにユーザーとこれらの特定のロールをペアにできます。SRM によって追加されるロー
ル、およびタスクを実行するために必要な権限の詳細については、「SRM ロール リファレンス (P. 21)」 を参照してくだ
さい。

Site Recovery Manager の操作上の制限
各 SRM サーバは、一定数の仮想マシン、保護グループ、データストア グループ、ホストごとの vSphere Replication
Management Server (VRMS)インスタンス、および VRMS ごとの vSphere レプリケーション サーバ（VRS）をサポー
トできます。

vCenter Server インスタンスごとに SRM Server を実行できます。

レプリケートされるデータストア グループおよびリカバリ プランの実行に関する制限は推奨要件であり、強制的なもの
ではありません。

表 1‑3.  SRM の保護の制限（アレイ ベースの保護）

アイテム 最大

保護グループごとの保護される仮想マシン 500

保護される仮想マシン 1000

リカバリ プランごとの保護グループ 150

データストア グループ 150

同時リカバリ 10

表 1‑4.  SRM の保護の制限（vSphere レプリケーションの保護）

アイテム 最大

保護グループごとの保護される仮想マシン 500

保護される仮想マシン 500

リカバリ プランごとの保護グループ 250

データストア グループ 250

同時リカバリ 10

表 1‑5.  vSphere レプリケーションでの SRM デプロイに関する制限事項

アイテム 最大

vCenter Server インスタンス当たりの vSphere Replication
Management Server (VRMS) アプライアンス

1

VRMS アプライアンスに登録された vSphere レプリケーション サー
バ（VRS）アプライアンス

5

VRS アプライアンス当たりの仮想マシン レプリケーション スケ
ジュール

100

VMware では、SRM を使用して Active Directory ドメイン コントローラを保護することはお勧めしません。Active
Directory は、独自のレプリケーション技術およびリストア モードを提供しています。これらの技術は災害復旧状況を処
理するために使用できます。
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Site Recovery Manager のインストールお
よび更新 2

SRM サーバを保護サイトおよび復旧サイトでインストールする必要があります。SRM サーバをインストールすると、い
ずれかの SRM サーバから vSphere Client の [プラグインの管理] メニューを使用して SRM クライアント プラグインを
ダウンロードできます。SRM クライアント プラグインを使用して各サイトで SRM を構成して管理します。

開始する前に

SRM では、SRM をインストールする前に各サイトで vCenter Server をインストールする必要があります。インストー
ル時には、SRM インストーラがこのサーバと接続できる必要があります。vCenter Server がインストールされているシ
ステムとは別のシステムに SRM をインストールすることをお勧めします。SRM と vCenter Server を同じシステムにイ
ンストールすると、管理タスクを実行することが難しくなる可能性があります。SRM のアップグレードを実行している場
合、有効な状態の保護グループと復旧プランのみがアップグレード時に保存されます。無効な状態の保護グループまたは

復旧プランは破棄されます。

SRM をインストールするシステムは、次のハードウェア要件を満たしている必要があります。

n プロセッサ - 2.0GHz 以上の Intel または AMD x86 プロセッサ

n メモリ - 最低 2GB

n ディスク ストレージ - 最低 5GB

n ネットワーク - ギガビットを推奨

サポートされているプラットフォームとデータベースの最新情報については、

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/srm_pubs.html の『Site Recovery Manager 互換性マトリックス』を
参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n SRM データベースの構成 (P. 26)

n vSphere レプリケーション管理データベースの概要 (P. 27)

n SRM サーバのインストール (P. 29)

n SRM のアップグレード (P. 31)

n ストレージ レプリケーション アダプタのインストール (P. 36)

n SRM クライアント プラグインのインストール (P. 36)

n サイトの接続 (P. 37)

n 以前のリリースに戻す (P. 38)

n Site Recovery Manager サーバ インストールの修復または変更 (P. 38)

n SRM のライセンス キーのインストール (P. 40)

VMware, Inc.  25

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/srm_pubs.html


SRM データベースの構成
各 SRM サーバには、復旧プランやインベントリ情報などのデータを保存するための固有のデータベースが必要です。SRM
サーバをインストールする前に、SRM データベースを構成して初期化する必要があります。

新しいリリースに SRM を更新する場合、既存のデータベースを使用できます。SRM 環境をアップグレードする前に、両
方の SRM サーバのデータベースがバックアップされていることを確認します。これにより、アップグレード後に必要に
応じて元に戻すことができます。

SRM データベース スキーマの要件が異なるため、SRM は vCenter のデータベースを使用できません。vCenter データ
ベース サーバを使用して、SRM データベースを作成して、サポートできます。各 SRM サイトには、SRM データベース
の固有のインスタンスが必要です。SRM をインストールする前にデータベースが存在する必要があります。

注意   SRM のインストール後にデータベースを再初期化する場合は、SRM インストーラをメンテナンス モードで実行し
て、新しいデータベース接続を指定する必要があります。

Microsoft SQL Server 構成
SRM をサポートするには、Microsoft SQL Server の構成が特定の要件を満たしている必要があります。

SRM は Microsoft SQL Server が 32 ビット DSN をもつことを要求します。Microsoft SQL Server を SRM のデータ
ベースとして使用するときの構成要件は、次のとおりです。

n データベース スキーマには次の 3 つの要件があります。

n 所有者を SRM データベース ユーザー（SRM データベース接続を構成するときに指定するデータベース ユー
ザー名）にすること。

n SRM データベース ユーザーのデフォルトのスキーマにすること。

n DB スキーマ名はユーザー名と同じである必要があります。

n SRM データベース ユーザーに以下の権限を付与します。

n bulk insert

n connect

n create table

n Windows 認証を使用している場合は、データベースのユーザー アカウントを、SRM サービスの実行で使用してい
るものと同じユーザー アカウントにする必要があります。

n SQL 認証を使用している場合は、デフォルトのローカル システム ユーザーをそのまま使用できます。

n SRM サーバと SRM データベース サーバを異なるホストで実行する場合は、混合モード認証を使用します。

n SQL Server がローカルにインストールされている場合、データベース サーバで [共有メモリ] の設定を無効にする場
合があります。

Oracle Server 構成
SRM をサポートするには、Oracle Server の構成が特定の要件を満たしている必要があります。

Oracle Server を SRM データベースとして使用するときの構成要件は、次のとおりです。

n データベース インスタンスを作成する場合は、UTF-8 エンコーディングを指定します。

n SRM データベース ユーザー（SRM データベース接続を構成するときに指定するデータベース ユーザー名）に次の
権限を付与する必要があります。

n connect

n resource
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n create session

DB2 Server の構成
SRM をサポートするには、DB2 Server の構成が特定の要件を満たしている必要があります。

DB2 Server を SRM データベースとして使用するときの構成要件は、次のとおりです。

n データベース インスタンスを作成する場合は、UTF-8 エンコーディングを指定します。

n DB2 は Windows 認証を使用するため、データベース所有者をドメイン アカウントとして指定する必要があります。

vSphere レプリケーション管理データベースの概要
SRM で vSphere レプリケーションを使用するためには、vSphere Replication Management（VRM）Serverが必要
です。各 VRM サーバは SRM データベースとは別に、固有のデータベースを必要とします。

vSphere Replication Management（VRM）データベースは、VRM インストールの重要な部分です。データベース ス
キーマは、VRM をインストールする前に作成する必要があります。

VRM は別のデータベース スキーマ要件があるため、vCenter データベースを使用できません。ただし、vCenter データ
ベース サーバを使用して、VRM データベースを作成し、サポートすることができます。各 VRM サイトは、VRM データ
ベースの固有のインスタンスを必要とします。VRM をインストールするには、データベースがあらかじめ存在している
ことが必要です。いずれかのサイトで VRM データベースが破損した場合は、両方のサイトで VRM サーバがシャットダ
ウンします。

VRM データベースの構成
vSphere Replication Management（VRM）データベースを構成して、VRM および vSphere レプリケーション（VR）
を有効にします。

共通の VRM サーバ（VRMS）データベース プロパティを構成するためには、ブラウザを VRMS URL とポート番号 8080
に移動して、VRMS VAMI（仮想アプライアンス管理インターフェイス）に進みます。SRM UI で選択可能な [VRM サー
バの構成] をクリックすることにより、代わりに、VRMS VAMI に移動することもできます。各 VRMS サイトを別々に構
成する必要があります。VRMS をデプロイした後でデータベースを再初期化する場合は、VRMS VAMI に進み、新しい
データベース接続を使用するように VRM を再セットアップしてください。

共通のデータベース構成

共通のデータベース プロパティには、次のものが含まれます。

n DB タイプ:サポートされているデータベース タイプの 1 つを選択します。

n Microsoft SQL Server

n Oracle Server

n DB2 Server

n DB ホスト:データベース サーバの URL。

n DB ポート:データベース タイプを選択するときにデフォルトのポート値が推奨されます。データベース サーバ構成
と一致するように、それを維持したり、変更できます。

n DB ユーザー名:VRM データベース ユーザー。

n DB パスワード:VRM データベース ユーザーのパスワード。

n DB 名:VRM データベース スキーマ名。前もってスキーマ名を作成します。

n DB URL:この URL は自動生成され、デフォルトでは表示されません。高度なユーザーはその他のデータベース プロ
パティを微調整することもできます。
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Microsoft SQL Server 構成

VRM をサポートするには、Microsoft SQL Server の構成が特定の要件を満たしている必要があります。これらの要件を
Microsoft SQL Server で構成する必要があります。

n SQL Server の名前付きインスタンスまたはデフォルトのインスタンスのいずれかを使用できます。

n TCP をデータベース インスタンスで有効にします。

n 静的 TCP ポートを使用して、たとえば、デフォルトの 1433 に設定します。あるいは、動的 TCP ポートを使用する
には、追加の構成を行う必要があります。

n デフォルトのインスタンスではなく、SQL Server の名前付きインスタンスを使用します。SQL Server の名前
付きインスタンスでは、動的ポートのみを使用できます。

n VRMS 構成インターフェイスの DB URL で、port=<port_number> を instanceName=<instance_name>
に置き換えます。

n SQL Server Browser サービスが実行されていることを確認してください。

n SQL Server Browser はポート 1434 で稼働します。リモート マシンから PortQuery ツールを使用して、SQL
Server Browser サービスが稼働するポートがファイアウォールによってブロックされていないか確認してくだ
さい。

PortQry.exe -n <Machine_Name> -p UDP -e 1434

n VRMS サーバとデータベース サーバは異なるホストで実行されるため、Windows 認証ではなく、混合モード認証
を使用する必要があります。

n VRM データベースでは、SQL Server 認証でのセキュリティ ログインが必要です。

n VRM データベースのログインは、データベース所有者である必要があります。

n ログインはデータベース所有者なので、データベース ユーザー dbo にマッピングして、dbo スキーマを使用しま
す。dbo ユーザーと dbo スキーマ設定を維持してください。

n VRM データベース ユーザーには、データベース管理者権限が必要です。

n VRM データベースのユーザーには、次の権限が付与されている必要があります。

n bulk insert

n connect

n create table

n create view

Oracle Server 構成

VRM をサポートするには、Oracle Server の構成が特定の要件を満たしている必要があります。Oracle Server を VRM
データベースとして使用するときの構成要件は、次のとおりです。

n データベース インスタンスを作成する場合は、UTF-8 エンコーディングを指定します。

n VRM データベース ユーザー（SRM データベース接続を構成するとき指定するデータベース ユーザー名）に、次の
権限が付与されている必要があります。

n connect

n リソース

n create session

n create view
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DB2 Server の構成

VRM をサポートするには、DB2 Server の構成が特定の要件を満たしている必要があります。DB2 Server を VRM デー
タベースとして使用するときの構成要件は、次のとおりです。

n データベース インスタンスを作成する場合は、UTF-8 エンコーディングを指定します。

n DB2 は Windows 認証を使用するため、データベース所有者をドメイン アカウントとして指定する必要があります。

n VRMS は一時テーブルを使用するため、VRMS データベースへのログインに使用するユーザー アカウントが一時テー
ブルを作成できることを確認する必要があります。「DB2 データベースで VRMS データベースの構成が失敗す
る (P. 101)」を参照してください。

SRM サーバのインストール
SRM サーバを保護サイトおよび復旧サイトでインストールする必要があります。

注意   既存の SRM インストールをアップグレードしている場合は、「SRM サーバの更新 (P. 33)」 を参照してください。

開始する前に

SRM サーバをインストールする前に、SRM データベース サービスを構成して起動してください。「Site Recovery Manager
のデータベースについて (P. 16)」を参照してください。

32 ビット システム DSN を指定します。32 ビット DSN を 64 ビット システムに作成する詳細については、
http://kb.vmware.com/kb/1010401 を参照してください。

以下の情報があることを確認します。

n サイトの vCenter Server の完全修飾ドメイン名（FQDN）または IP アドレス。サーバは SRM インストール中に実
行中でアクセス可能である必要があります。すべての場合に同じタイプのアドレス指定を使用してください。FQDN
の使用は望ましいですが、すべてに使用できない場合は、すべての事例に対して IP アドレスを使用してください。
「パブリック キー証明書を使用する場合の要件 (P. 19)」を参照してください。

n vCenter 管理者のユーザー名やパスワード。

n SRM データベースのユーザー名とパスワード。「SRM データベースの構成 (P. 26)」を参照してください。

n 証明書ベース認証を使用する場合は、適切な証明書ファイルのパス名を指定します。「SRM の認証 (P. 18)」を参照
してください。

手順

1 SRM をインストールするマシンにログインします。

十分な権限をもつアカウントを使用してください。このアカウントは Active Directory ドメイン管理者であること
がありますが、ローカル管理者であることもあります。

2 SRM インストール ファイルをマシンのフォルダにダウンロードするか、このファイルを含むネットワーク上のフォ
ルダを開きます。

すばやく開始してインストールできるように、インストール ファイルをローカルの一時フォルダにコピーします。

3 SRM インストーラのアイコンをダブルクリックします。

インストーラが既存のインストールを検出した場合、既存のインストールを更新することを確認します。既存のイン

ストールを更新する場合は、SRM サーバのインストールを中止してください。

4 [次へ] をクリックします。

5 [使用許諾契約書の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
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6 SRM をインストールするフォルダを選択し、[次へ] をクリックします。

SRM を新しくインストールする場合のデフォルトのインストール フォルダは C:\Program Files
(x86)\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager です。別のフォルダを使用する場合、そのパス
名は 240 文字よりも長くすることはできません。また、ASCII 以外の文字を含めることはできません。

7 (オプション) vSphere レプリケーション機能をインストールするかどうかを選択します。

vSphere レプリケーションのインストールによって、追加の機能が有効になります。[修復] インストール オプショ
ンを使用して後で vSphere レプリケーションをインストールできます。

8 SRM をインストールしているサイトの vCenter Server に関する情報を入力し、[次へ] をクリックしてください。

オプション 操作

[vCenter Server アドレス] vCenter Server のホスト名または IP アドレスを入力します。ホスト名を小文字で入
力します。インストールが完了して保護サイトと復旧サイト間の接続を構成するとき、

大文字と小文字が区別されて比較されるため、ここで入力したホスト名または IP アド
レスとまったく同じホスト名または IP アドレスを入力する必要があります。

[vCenter Server ポート] デフォルトをそのまま使用するか、別のポートを入力してください。

[vCenter Server ユーザー名] 指定した vCenter Server の管理者のユーザー名を入力します。

[vCenter Server パスワード] 指定のユーザー名に対応するパスワードを入力します。パスワードは空にはできません。

 
インストーラは指定された vCenter Server に接続して入力された情報を検証します。

9 認証方法を選択します。

n 認証情報ベースの認証を使用するには、[証明書を自動的に生成] を選択して [次へ] をクリックします。組織お
よび組織単位のテキスト値を入力します。一般的には、会社名と会社内のグループの名前です。

n 証明書ベースの認証を使用するには、[PKCS #12 証明書ファイルを使用] を選択して [次へ] をクリックします。
証明書ファイルへのパスを入力します。証明書ファイルには証明書が 1 つのみ含まれ、その証明書と一致する
プライベート キーが 1 つのみ設定されている必要があります。証明書のパスワードを入力します。

10 管理者とホスト構成の情報を入力します。

オプション 説明

[ローカル サイト名] SRM のこのインストールの名前。推奨される名前が生成されますが、どのような名
前でも入力できます。このインストールが組み合わされる別の SRM インストールで
使用しているものと同じ名前は使用できません。

[管理者 E メール] SRM 管理アラートおよび通知が送信される電子メール アドレス。

[追加の E メール] SRM 管理アラートと通知が送信されるオプションの追加電子メール アドレス。

[ローカル ホスト] ローカル ホストの名前または IP アドレス。この値は SRM インストーラによって取
得され、値が正しくない場合にのみ変更する必要があります。たとえば、ローカル ホ
ストに複数のネットワーク インターフェイスがあり、SRM インストーラによって検
出されたそのうちの 1 つが、使用したくないインターフェイスである場合です。

[リスナー ポート] 使用する SOAP と HTTP ポート番号。

[API リスナー ポート] API クライアントが使用する SOAP ポート番号。
 
これらのポートには、SRM インストーラによってデフォルト値が指定されます。ポートの競合の原因にならない限
り、デフォルトを変更しないでください。

11 SRM データベースの構成情報を入力し、[次へ] をクリックします。

オプション 操作

[データベース クライアント] ドロップダウン メニューから、データベース クライアントの種類を選択します。

[データ ソース名] ドロップダウン メニューから既存の DSN を選択します。[ODBC DSN セットアップ]
をクリックして既存の DSN を表示するかまたは新しく作成します。

[ユーザー名] 指定されたデータベースの有効なユーザー ID。

[パスワード] 指定されたユーザー ID のパスワード。
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オプション 操作

[接続数] 初期接続プール サイズ。

[最大接続数] 同時にオープンできるデータベース接続の最大数。

 

12 [インストール] をクリックします。

13 インストールが完了したら、[終了] をクリックします。

次に進む前に

アレイベースのレプリケーションの場合は、各サイトで SRA をインストールできます。または、vSphere レプリケーショ
ンの場合は、vSphere Replication Management Server をインストールして構成することができます。「ストレージ レ
プリケーション アダプタのインストール (P. 36)」 または 「vSphere Replication Management Server のデプロ
イ (P. 50)」 を参照してください。

SRM のアップグレード
SRM 5.0 インストーラを使用して、既存のインストールを更新する一方で、サイト保護を構成するために行った作業を保
持できます。

SRM 5.0 は、既存の SRM 4.1 および 4.1.1 デプロイのアップグレードをサポートします。バージョン 4.1 以前の SRM
は、まずバージョン 4.1 または 4.1.1 にアップグレードしてから、5.0 にアップグレードする必要があります。SRM 4.1、
4.1.1、および 5.0 は 64 ビット オペレーティング システムでのみ実行されますが、以前のバージョンの SRM は 32 ビッ
ト オペレーティング システムにインストールすることができます。SRM のバージョンを 4.0 以前のものからアップグレー
ドする際には、このことにご留意ください。

SRM 5.0 アップデート リリースでサポートされているアップグレード パスについては、これらのアップデート リリース
のリリース ノートを参照してください。

SRM アップグレード プロセスは、SRM 構成に関する既存の情報を保持します。

SRM アップグレードは、次の段階を通じて進行します。

n アップグレードの準備

n SRM Server のアップグレード

n vSphere Client へのアップグレード

n インストールの構成

SRM Server のアップグレードが完了した後で 4.1 または 4.1.1 に戻るには、データベースをリストアし、SRM 4.1 また
は 4.1.1 サーバを再インストールしてください。

転送をサポートする情報

既存のインストールの情報は、SRM 5.0 へのアップグレード中に保存されます。これには、次のものが含まれます。

n データストア グループ

n 保護グループ

n インベントリ マッピング

n リカバリ プラン

n 個々の仮想マシンの IP カスタマイズ

n カスタム ロールとそのメンバーシップ

n vSphere の SRM オブジェクトの権限

n カスタム アラームとアラーム アクション

n テスト プランの履歴
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n セキュリティ証明書

n 一括 IP カスタマイズ ファイル（CSV）

5.0 の新しい動作
データベース スキーマの変更など、SRM 5.0 に大きな変更が行われたため、システムの実行中にアップグレードを行うこ
とはできません。

結果として、アップグレード プロセスには、既存のインストールをオフラインにして、SRM Server と vSphere Client
をアップグレードしてから、既存の 4.1 インベントリ情報を SRM データベースに移行することが含まれます。

アップグレードのワークフロー

アップグレードを完了するために必要なステップは、次のとおりです。

1 保護サイトの SRM データベースをバックアップします。

2 保護サイトの vCenter Server をバージョン 5.0 にアップグレードします。

3 保護サイトの SRM Server をバージョン 5.0 にアップグレードします。インストーラでストレージ レポートを表示
したままにします。

4 リカバリ サイトのデータベース、vCenter Server、および SRM Server をアップグレードします。

5 各サイトで、バージョン 2.0 SRA（SRM 5.0 と互換性あり）をインストールします。

6 vSphere Client で使用する SRM プラグインをアップグレードします。

7 サイトをペアにします。

8 各サイトで、アレイ マネージャを構成します（SRM 5.0 インストーラを終了した時点で生成されたストレージ レポー
トを使用）。

9 1 つのサイトのみで、SRM 4.1 インベントリをインポートするために、vmware-dr.xml 構成ファイルを使用して、
srm-migration.exe ユーティリティを実行します。

srm-migration.exe ユーティリティがそのタスクを完了すると、エクスポートされた XML データ ファイルが SRM
インストールにインポートされます。

SRM のアップグレードの準備
すべての SRM サイトに対してこのプロセスを完了していて、すべての SRM サーバがバージョン 4.1 以降であることを想
定してください。

アップグレード プロセスの一環として、SRM サーバをサポートする vCenter Server も同様に、バージョン 5.0 にアッ
プグレードする必要があります。vCenter Server のアップグレードの詳細については、『vSphere アップグレード ガイ
ド』を参照してください。3 つのアップグレード方法があります。
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表 2‑1.  SRM の vCenter アップグレード パス

アップグレードのタイプ 説明 サポート

所定の場所でのアップグレード 最も簡単なアップグレード パスです。この
パスには、SRM へのアップグレード前に
SRM に関連する vCenter Server のアップ
グレードが含まれます。

Yes

移行によるアップグレード SRM アップグレードの一部として、SRM
サーバを別のホストや仮想マシンに移行す

る必要がある場合、VMware はまず既存の
SRM 4.1 サーバをアンインストールし
（データベースの内容は維持）、既存のデー

タベースを使用して、新しいホストまたは

仮想マシンで SRM 5.0 インストーラを実行
することをお勧めします。

はい。

移行による新しいインストール vCenter Server の新しいインストールが
確立され、SRM はこれらの新しいサーバに
移行されます。

いいえ。vCenter Server の新しいインス
トールに SRM を移行することはできません。
vCenter Server の固有のオブジェクト識別
子は、新しい vCenter Server のインストー
ルが使用される場合には利用できません。

開始する前に

古いバージョンの SRM を実行中のサーバをアップグレードするためには、4.1 にアップグレードしてください。

手順

1 SRM 4.1 マシンにログインします。

2 データベースで提供されるツールを使用して、サイトのデータベース コンテンツをバックアップします。

3 vCenter Server が 5.0 にアップグレードされていない場合は、ここでアップグレードしてください。

次に進む前に

すべての vCenter Server についてこのプロセスを完了します。すべての vCenter Server のアップグレードを完了した
ら、「SRM サーバの更新 (P. 33)」 に説明されているように、SRM サーバへのアップグレードの準備ができます。

SRM サーバの更新
Site Recovery Manager サーバを更新する場合、vCenter Server 接続、証明書、およびデータベース構成に関する情報
は既存のインストールから読み込まれ、更新されたインストールで再利用されます。

SRM インストーラの更新モードを使用すれば、現在のシステムに指定した情報を変更することなく、SRM サーバを新し
いリリースに簡単に更新できます。データベース接続や認証方式、証明書の場所、管理者の認証情報など、既存の情報を

変更する必要がある場合は、修復モード インストールの方法に従って更新するか、既存のリリース（データベースは保
持）をアンインストールしてから、新しいリリースをインストールする必要があります。

開始する前に

両方のサイトで現在の SRM データベースをバックアップします。

手順

1 SRM をインストールする仮想マシンにログインします。

十分な権限があるアカウントを使用してログインしてください。一般的に Active Directory ドメイン管理者になり
ますが、ローカル管理者の場合もあります。

2 SRM インストール ファイルをホスト上のフォルダにダウンロードするか、またはこのファイルが含まれているネッ
トワーク上のフォルダを開きます。

すばやく開始してインストールできるように、インストール ファイルをローカルの一時フォルダにコピーします。
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3 SRM インストーラ アイコンをダブルクリックしてインストールを開始します。

4 既存のインストールを更新するかどうかを確認するプロンプトが表示された場合は、[はい] をクリックします。

5 [次へ] をクリックします。

6 [はい] をクリックして、データベースをバックアップしたことを確認します。

インストーラは既存のインストールから構成データを読み込んでそれを使用して更新を完了します。更新は以前のイ

ンストールと同じ場所にインストールされます。アップグレードに対して既存の構成情報のいずれかが無効な場合

（たとえば、データベースが同じ DSN でアクセスできない場合や vCenter Server が同じポートでアクセスできない
場合）、更新は失敗します。

7 ウィザードが完了したら、[完了] をクリックします。

インストーラは次のタスクを完了します。

n データベース スキーマは、SRM 5.0 をサポートするようにアップグレードされます。

n セットアップ データは、すべての保護グループ、復旧プラン、インベントリ マッピングに関する情報を含む
XML ファイルにエクスポートされます。

n ストレージ レポートが作成されます。ストレージ レポートを保存または印刷します。この情報は、「アップグ
レードされた SRM インストールの構成 (P. 34)」 に説明した SRA のインストール プロセスを完了するのに必
要です。

次に進む前に

「SRM クライアント プラグインのアップグレード (P. 34)」 の説明に従って、このプロセスをすべてのサイトに対して
完了し、vSphere Client プラグインをアップグレードしてください。

SRM クライアント プラグインのアップグレード
SRM を管理するために使用されるすべての vSphere Client のクライアント プラグインをアップグレードする必要があ
ります。

開始する前に

vCenter Server 5.0 が使用可能であることを確認してください。

手順

1 vSphere Client がインストールされているマシンにログインします。

2 SRM 4.1 がインストールされている場合、それをアンインストールします。

3 vCenter Server から vSphere Client をダウンロードして、vSphere Client 5.0 をインストールまたはアップグレー
ドします。

4 いずれかのサイトの vCenter Server を接続します。

5 vSphere Client の SRM プラグインをダウンロード、インストール、および開始します。

次に進む前に

必要に応じて、その他の vSphere Client でこのプロセスを完了します。vSphere Client をアップグレードした後で、
「アップグレードされた SRM インストールの構成 (P. 34)」 に記載されているタスクを完了します。

アップグレードされた SRM インストールの構成
アップグレードされたコンポーネントを構成して、有効な SRM インストールを確立する必要があります。

開始する前に

vCenter Server、SRM サーバ、および vSphere Client をアップグレードしたことを確認します。
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手順

1 vSphere Client を使用して、SRM サーバとペアにします。

2 SRM ストレージを構成します。

必要な情報について、インストーラが生成したストレージ レポートを使用します。

a ローカル サイトとリモート サイトの両方で、SRA を更新します。

SRM 5.0 は SRM 4.1 などの以前のバージョンから別のバージョンの SRA を必要とします。

b SRA のアレイ マネージャを作成します。

c レプリケートされたアレイ ペアを有効にします。

d データストアが期待通りにレプリケートされていることを確認します。

3 srm-migration.exe ユーティリティを使用して、「SRM サーバの更新 (P. 33)」 に記載されたとおり、インストー
ラによる XML ファイルにエクスポートされた構成をインポートします。

SRM 移行ユーティリティ
SRM 移行ユーティリティ（srm-migration.exe）を使用して、SRM 4.1 インベントリをインポートし、オプション
で、SRM 4.1 一括 IP カスタマイズ ファイル（CSV）をアップグレードします。

SRM 移行ツールは、次のタスクを実行します。

n ローカルとリモートの vCenter と SRM サーバを接続します。

n SRM サーバのペアリングを検証します。

n インベントリ マッピングを作成します。

n ローカル サイトで保護グループを作成し、仮想マシンを保護します。このプロセスは、SRM 4.1 で作成されたプレー
スホルダ仮想マシンを再使用します。

n リモート サイトで保護グループを作成します。このタスクは、両方向セットアップのみに適用されます。

n リモート サイトで復旧プランを作成し、仮想マシンを保護します。このプロセスは、SRM 4.1 で作成されたプレー
スホルダ仮想マシンを再使用します。

n ローカル サイトの復旧プランを作成します。このタスクは、両方向セットアップのみに適用されます。

n データベースで保持された復旧プラン履歴を新しく作成した復旧プランにリンクします。

コマンドを引数なしで実行することにより、srm-migration ユーティリティのオプションを表示することができます。
コマンド ライン ユーティリティに含まれるヘルプでは、次の情報が示されます。

 srm-migration.exe は次の引数をとります: -cmd <command> : importConfig -cfg <file path> : SRM 
サーバ XML 構成ファイル vmware-dr.xml へのフル パス -lcl-csv-file <file path> :（オプション）ローカル サイトで

復旧された仮想マシンの SRM 4.1 IP 設定を含むファイル。-lcl-csv-file <file path> :（オプション）ローカル サイトで復

旧された仮想マシンの SRM 4.1 IP 設定を含むファイル。-lcl-usr <username> : ローカル vCenter Server ユーザー

名 -rem-usr <username> : リモート vCenter Server ユーザー名
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ストレージ レプリケーション アダプタのインストール
アレイベース レプリケーションを使用する場合、ストレージ レプリケーション アダプタ（SRA）をインストールする必
要があります。SRA はアレイ ベンダーから提供されるプログラムで、SRM が特定の種類のアレイと連動できるようにす
るためのものです。保護サイトと復旧サイトの SRM 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。
vSphere レプリケーション（VR）を使用している場合、SRA は不要です。

開始する前に

n SRA 付属のドキュメントをお読みください。SRA は、ストレージ アレイに用意されている一部の機能をサポートし
ていません。サポートされている機能と必要な要件の詳細については、通常、SRA 付属のドキュメントに記載されて
います。たとえば、HP と EMC では、SRA で期待されるパフォーマンスを満たすための物理要件が詳細に規定され
ています。

n SRM サーバをインストールすると、SRA をインストールできるディレクトリが作成されます。このディレクトリは、
SRM のインストール フォルダの \storage\sra に作成されます。そのため、SRM サーバをインストールしてから
SRA をインストールしてください。

n ご使用の SRA には、他のベンダーが提供するコンポーネントをインストールする必要がある場合もあります。これ
らのコンポーネントの一部は、SRM サーバ ホストにインストールする必要がありますが、SRM サーバによるネット
ワーク アクセスのみが必要なものもあります。そのような要件の最新情報については、インストールする SRA のリ
リース ノートおよび readme ファイルを参照してください。

n レプリケートされたデバイスのスナップショット コピーを作成するストレージ アレイの機能を有効にする必要があ
ります。詳細については、アレイ ベンダーの SRA のドキュメントを参照してください。

手順

1 SRA をダウンロードします。

ストレージ レプリケーション アダプタと関連ドキュメントは、 http://www.vmware.com/jp/download/srm/
からダウンロードできます。その他のサイトからダウンロードしたストレージ レプリケーション アダプタについて
は、当社ではサポートしていません。

2 各 SRM サーバ ホストに SRA をインストールします。

ストレージ レプリケーション アダプタには、専用のインストール手順の説明書が付属しています。使用するアダプ
タは、保護サイトと復旧サイトの SRM サーバ ホストにインストールする必要があります。ベンダーの SRA を適切
にインストールするには、両方のサイトで同じバージョンの SRA をインストールする必要があります。SRA のバー
ジョンを混在させないでください。

3 vSphere Client を使用して SRM に接続し、左ペインの [アレイ マネージャ] を選択して、[SRA] タブ、[SRA の再
ロード] の順にクリックします。これにより、SRA 情報が更新され、新しくインストールされた SRA が検出されます。

次に進む前に

「アレイ マネージャの構成 (P. 45)」 の説明に従って、ウィザードを使用してレプリケーションが予定通りに実行される
ようにアレイ マネージャを構成します。

SRM クライアント プラグインのインストール
Site Recovery Manager クライアント プラグインをインストールするためには、vSphere Client を使用して保護サイト
または復旧サイトの vCenter Server に接続します。サーバからプラグインをダウンロードし、それを vSphere Client
で有効にしてください。

Site Recovery Manager サーバをインストールすると、Site Recovery Manager サーバのインストールが拡張する
vCenter Server から Site Recovery Manager クライアント プラグインをダウンロードして使用できるようになります。
vSphere Client がインストールされているホストであれば、SRM クライアント プラグインをダウンロードしてインス
トールし、有効にできます。
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開始する前に

Site Recovery Manager サーバが保護サイトと復旧サイトでインストールされていることを確認してください。

手順

1 vSphere Client を起動し、保護サイトまたは復旧サイトの vCenter Server に接続します。

2 [プラグイン] - [プラグインの管理] を選択します。

3 [使用可能なプラグイン] 領域で、VMware vCenter Site Recovery プラグインを右クリックしてから [ダウンロード
とインストール] をクリックします。

4 ダウンロードが終了したら、[次へ] をクリックして、ウィザードを開始します。

5 [使用許諾契約書に同意する] をクリックして、[次へ] をクリックします。

6 [Intstall] をクリックします。

7 インストールが完了したら、[終了] をクリックします。

このインストールで開いているファイルが置換された場合、Windows をシャットダウンして再起動するように指示
するプロンプトが表示されます。

サイトの接続

SRM を使用するには、サイトを指定して接続する必要があります。サイトは互いに認証させておく必要があります。これ
は、サイト ペアリングと言います。

開始する前に

サイト ペアリングなどの構成のアクティビティを実行する前に、両方のサイトに SRM サーバがインストールされてい
て、SRM を管理する vSphere Client に SRM プラグインがインストールされていることを確認します。

注意   認証情報ベースの認証を使用している場合、または信頼されていない証明書を使用している場合は、この手順の複
数のステップで証明書警告が表示されます。

手順

1 左側のペインで [サイト] をクリックし、[接続の構成] をクリックします。

2 [リモート サイトの情報] ページで、復旧サイトの vCenter Server の IP アドレスまたはホスト名、および接続する
ポートを入力し、[次へ] をクリックします。

注意   認証情報ベースの認証を使用している場合は、復旧サイトで SRM サーバをインストールしたときに入力した
情報と同じものを正確にここで入力する必要があります。該当するステップで IP アドレスを入力した場合は、ここ
でも IP アドレスを入力します。そのステップでホスト名を入力した場合は、ここでも同じようにホスト名を正確に
入力します。

ポート 80 は、リモート サイトへの初期接続に使用されます。HTTP の初期接続が完了すると、2 つのサイトは後続
の接続で使用する SSL 接続を確立します。

3 [vCenter Server 認証] ページで、リモート サイトの vCenter 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[次へ] を
クリックします。

認証情報ベースの認証を使用している場合は、復旧サイトで SRM サーバをインストールしたときに入力した情報と
同じものを正確にここで入力する必要があります。ウィザードによっていくつかのステップが自動的に実行され、接

続が確立します。

4 [リモート vCenter Server] ウィンドウで、もう一方のサイトの SRM サーバを管理するリモート vCenter Server の
認証情報を入力します。

5 サイト ペアリングのステップがすべて正常に完了したら、[接続の完了] ページで [終了] をクリックします。
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以前のリリースに戻す

以前のリリースに戻すには、現在の SRM サーバ リリースを保護サイトと復旧サイトからアンインストールし、SRM プラ
グインをアンインストールし、さらに SRM データベースをバックアップ（SRM サーバを更新した前に作成したもの）か
らリストアします。その後、以前のリリースをインストールして、リストアされたデータベースを使用できます。

開始する前に

vCenter の現在のインストールがそのリリースをサポートすることを確認します。SRM がサポートされている vCenter
リリースの詳細については、『Site Recovery Manager 互換性マトリックス』を参照してください。このドキュメントは
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/srm_pubs.html から入手できます。vCenter インストールを元に戻す
方法の詳細については、vSphere のドキュメントを参照してください。

手順

1 保護サイトおよび復旧サイトで SRM をアンインストールします。

サイトがペアリングされている場合は、両方のサイトで SRM をアンインストールする必要があります。SRM をサイ
ト ペアの一方のメンバーからアンインストールすると、もう一方のメンバーのデータベースは不整合になります。

2 SRM プラグインがインストールされている vCenter Client から SRM プラグインをアンインストールします。

3 データベース ベンダーが提供する手順に従って以前のリリースで使用されていたデータベースをリストアします。

データベースは、両方のサイトでリストアして、同期させる必要があります。

4 SRM の以前のリリースをインストールします。

Site Recovery Manager サーバ インストールの修復または変更
SRM サーバ インストールを修復する場合、または SRM サーバのインストール時に指定した情報を変更する場合は、SRM
インストーラを修復または変更モードで実行すると、変更を行うことができます。

SRM サーバのインストールでは、拡張する vCenter Server、SRM データベースの DSN と認証情報、認証のタイプな
ど、ユーザーが指定する多くの値がインストール情報に組み込まれます。SRM インストーラには変更モードがあり、次の
値を変更できます。

n vCenter 管理者のユーザー名やパスワード。

n SRM データベースのユーザー名、パスワード、および接続番号。

n 認証のタイプ（証明書ベースまたは認証情報ベース）、認証の詳細、またはこの両方。

インストーラの変更モードで表示されるページの一部は、SRM サーバ インストールに含まれているページを変更したも
のです。修復オプションの詳細については、「SRM サーバのインストール (P. 29)」 を参照してください。

インストーラを修復モードで実行すると、不明になったか破損したファイル、ショートカット、およびレジストリ エント
リが修復されます。

注意   SRM サーバ上で SSL 証明書の自動生成を有効にした場合、SRM インストーラを修復モードで実行すると、証明書
のサムプリントが更新されます。サムプリントを更新すると、保護サイトと復旧サイト間の接続に影響が及ぶことがあり

ます。保護サイトと復旧サイトで、SRM インストーラを修復モードで同時に実行しないでください。インストーラを修復
モードで実行した後、保護サイトと復旧サイト間の接続を確認してください。保護サイトと復旧サイト間の接続を構成す

る方法については、「サイトの接続 (P. 37)」 を参照してください。

開始する前に

SRM サーバの管理者権限があること、または管理者グループのメンバーであることを確認してください。管理者グループ
のメンバーではあるけれども管理者ではない場合は、Windows ユーザー アカウント制御 (UAC) を無効にしてから、変
更操作を行います。
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手順

1 SRM サーバ ホストにログインします。

2 Windows の［ソフトウェアの追加と削除］ツールを開きます。

3 VMware vCenter Site Recovery Manager の項目に移動して [変更] をクリックすると、インストーラが修復モー
ドで起動します。

4 [[次へ]] をクリックします。

5 [変更] または [修復] を選択して、[次へ] をクリックします。

オプション 説明

[修復] SRM サーバ インストールの問題を修復します。[修復] を選択すると、ユーザーが入
力を行わなくても、インストーラが修復モードで実行されます。詳しくは、手順 10
をご覧ください。

[変更] SRM サーバのインストール時に構成した設定を調整できます。[変更] を選択すると、
ウィザードが開き、インストールの設定を変更することができます。詳しくは、手順 6
をご覧ください。

 

6 vCenter Server のユーザー名とパスワードを入力します。

インストーラの修復モードでは、vCenter Server のアドレスやポートは変更できません。[次へ] をクリックすると、
インストーラは指定した vCenter Server に接続して入力情報を検証します。

7 認証方法を選択し、[次へ] をクリックします。

オプション 説明

現在の認証方法を変更せずにそのままにしま

す。

[既存の証明書を使用] を選択します。インストールされている証明書が有効でない場
合、このオプションは使用できません。

認証情報ベースの認証を使用します。 [証明書を自動的に生成] を選択します。

証明書ベースの認証を使用します。 [PKCS #12 証明書ファイルを使用] を選択します。
 
[既存の証明書を使用] 以外を選択する場合、証明書の場所、組織や組織単位に使用する文字列などの認証の詳細の追
加入力を求めるプロンプトが表示されます。

8 必要なデータベース構成情報を入力して [次へ] をクリックします。

オプション 説明

[ユーザー名] 指定されたデータベースの有効なユーザー ID。

[パスワード] 指定されたユーザー ID のパスワード。

[接続数] 初期接続プール サイズ。

[最大接続数] 同時にオープンするデータベース接続の最大数。

 

9 [既存のデータベースを使用] または [データベースを再作成] を選択して、[次へ] をクリックします。

オプション 説明

[既存のデータベースを使用] 既存のデータベースの内容を保持します。

[データベースを再作成] 既存のデータベースを上書きして、その内容を削除します。

 

10 [インストール] をクリックして、インストールを修復または変更します。

インストーラは要求された修復または変更を行い、SRM サーバを再起動します。

注意   SRM サーバが再起動できなかった場合は、vCenter Server と SRM データベース サーバが実行されているこ
とを確認してください。サーバと Workstation Windows サービスが SRM サーバ ホスト上で実行されていること
も確認してください。
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11 修復操作が終了して、SRM サーバが再起動したら、vSphere クライアントの SRM インターフェイスにログインし
て、保護サイトと復旧サイト間の接続のステータスを確認してください。

12 (オプション) 保護サイトと復旧サイト間の接続が切断された場合は、更新した SRM サーバから接続を再構成してく
ださい。

SRM のライセンス キーのインストール
SRM サーバの実行には、ライセンス キーが必要です。SRM をインストールしたら、なるべく早く SRM ライセンス キー
をインストールすることをお勧めします。

SRM では、vSphere ライセンス インフラストラクチャを使用してライセンスを管理します。また、SRM で仮想マシン
を保護および復旧できるように vSphere 自体に十分なライセンスが必要です。

手順

1 vSphere Client を開き、SRM をデプロイする vCenter Server に接続します。

2 vSphere Client のホーム ページで、[ライセンス] をクリックします。

3 レポート ビューの場合、[資産] を選択します。

4 SRM 資産を右クリックして、[ライセンス キーの変更] を選択します。

5 [このホストに新しいライセンス キーを割り当て] を選択し、[キーを入力] をクリックします。

6 ライセンス キーを入力し、キーの任意のラベルを入力して、[OK] をクリックします。

7 [OK] をクリックします。

次に進む前に

このプロセスを繰り返して、ライセンス キーを該当するすべてのサイトに割り当てます。
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インベントリ マッピングとプレースホルダ
データストアの確立 3

SRM による保護はプレースホルダ データストア、データストア マッピングとインベントリ マッピングによりサポートさ
れます。

この章では次のトピックについて説明します。

n プレースホルダ データストアについて (P. 41)

n vSphere Replication Management のデータストア マッピングの構成 (P. 42)

n インベントリ マッピングの選択 (P. 43)

プレースホルダ データストアについて
SRM では、保護グループ内の各仮想マシンについて、そのプレースホルダが復旧サイトに作成されます。これらのプレー
スホルダは、復旧サイトのインベントリに追加したり、その一部として管理できます。

SRM がプレースホルダ仮想マシンを格納するために使用するデータストアを指定する必要があります。プレースホルダを
格納するデータストアを決定したら、SRM によって復旧サイトのインベントリに保護仮想マシンの場所が確保されます。
これは、復旧サイトの指定したデータストアに仮想マシン ファイルのサブセットを作成し、そのサブセットを使用してプ
レースホルダ仮想マシンを復旧サイトの vCenter に登録することによって行われます。これらのプレースホルダ仮想マシ
ンが復旧サイトのインベントリにあれば、SRM 管理者が保護されている仮想マシンを確認する目印になります。また、
vCenter 管理者は、SRM での復旧プランのテストまたは実行時に、その仮想マシンがパワーオンしてローカル リソース
の使用が開始できるということを確認できます。両方のサイトでプレースホルダ データストアを確立する必要がありま
す。両方のサイトにプレースホルダ データストアを用意することで、仮想マシンの空のシェルに旧本番マシンの ID の格
納場所とインベントリの場所が確保され、再保護が有効になります。このプレースホルダ仮想マシンは、本番仮想マシン

が非アクティブ化されたとき、復旧ワークフロー中に作成されます。以降、このプレースホルダ仮想マシンを使用できま

す。復旧プロセスが完了すると、最終的に削除されます。

プレースホルダ仮想マシンは、復旧サイトの vCenter インベントリのその他のメンバーと同じように動作しますが、パ
ワーオンできません。プレースホルダが作成されると、そのフォルダやコンピュータ リソースの割り当てが、保護サイト
で作成されたインベントリ マッピングから導出されます。復旧サイトのインベントリのプレースホルダ仮想マシンに変更
が加えられると、インベントリ マッピングでの設定は上書きされます。復旧中またはテスト中は、これらの設定が保持さ
れます。

どのデータストアでプレースホルダ データストアを確立するのかを評価する場合、次の点を考慮してください。

n クラスタの場合、クラスタ内のすべてのホストからプレースホルダ データストアを認識できる必要があります。

n プレースホルダ データストアをレプリケートできません。

n フェイルバックがサポートされている場合、両方のサイトにプレースホルダを構成します。
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プレースホルダ データストアの構成
プレースホルダ仮想マシンを格納するために SRM で使用するプレースホルダ データストアを指定します。

開始する前に

サイトが接続され、ペアリングしておくことを確認してください。

手順

1 左側のペインで [サイト] をクリックし、サイトを選択します。

2 [プレースホルダ データストア] タブをクリックします。

3 [プレースホルダ データストアの構成] をクリックします。

4 フォルダを展開して、プレースホルダ データストアの場所として指定するデータストアを検索して、そのデータス
トアをクリックし、[OK] をクリックしてください。

選択されたプレースホルダ データストアは、[データストア] 列に表示されます。データストアがスタンドアロン ホ
ストにある場合、ホスト名が表示されます。クラスタにあるホストにデータストアがある場合、クラスタ名が表示さ

れます。

注意   アレイ マネージャがデータストアをレプリケートしているが、アレイ マネージャが SRM で構成されていない
場合、レプリケートされたデータストアを選択するオプションが使用できます。レプリケートされたデータストアを

選択しないでください。あらかじめ構成され、レプリケートされたデータストアが表示されますが、それらを選択す

ることはできません。

vSphere Replication Management のデータストア マッピングの構成
データストア マッピングを構成し、復旧サイトで、レプリケートした仮想マシン ディスクと構成ファイルを格納するデー
タストアを決定します。データストア マッピングは、仮想マシンの vSphere レプリケーション（VR）を構成するときに
デフォルトのターゲット データストアを選択する方法として使用します。

データストア マッピングは、レプリケーション用に構成される仮想マシンのソース データストアに基づいて決まります。
ソース データストアは 1 つの仮想マシンが含まれる 1 つのデータストアか、複数の仮想マシンが含まれる複数のデータ
ストアになります。後者の場合、ファイルは各データストアで分散されます。1 つの仮想マシンのレプリケーションを構
成する場合はマッピングを上書きできますが、複数の仮想マシンのレプリケーションを構成する場合は、データストア

マッピングだけを使用し、これらのマッピングを上書きできません。

データストアはオブジェクト内でネストすることができるため、フォルダまたはデータセンターを展開して、データスト

アを見つける必要があります。

手順

1 左側のペインの [vSphere レプリケーション] をクリックし、サイトを選択します。

2 [データストア マッピング] タブをクリックし、1 つ以上のソース データストアを選択します。

3 [マッピングの構成] をクリックします。

4 復旧サイトでマッピングするデータストアを参照して選択します。
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インベントリ マッピングの選択
マッピングにより、復旧サイトにプレースホルダ仮想マシンが最初に作成されるときに使用されるデフォルトのロケーショ

ンおよびネットワークが提供されます。

保護グループの各メンバーにこれらのマッピングを個別に構成しない場合は、グループを作成する前にインベントリ マッ
ピングを構成します。インベントリ マッピングを使用すると、保護サイトのリソースを復旧サイトのリソースにマッピン
グする方法を簡単に指定できます。このマッピングは、保護グループの作成時にグループのすべてのメンバーに適用され

ます。また、必要に応じて（たとえば、新しいメンバーの追加時に）再適用できます。保護グループを作成してマッピン

グが存在しない場合は、保護される各仮想マシンを個々に構成する必要があります。SRM でインベントリ マッピングの
要件は強制されていませんが、ネットワーク、フォルダ、およびコンピュータ リソースの有効なインベントリ マッピン
グが作成されていないと、仮想マシンを保護できません。インベントリ マッピングは、保護サイトと復旧サイトの両方で
作成できます。保護の構成時に保護サイトでマッピングを確立したら、復旧サイトでもインベントリ マッピングを構成す
る必要があります。

再保護中は、再保護を完了するために、フェイルオーバー前に保護されていた仮想マシンが使用されます。元の保護され

た仮想マシンとそのバックアップを使用して、それまで復旧仮想マシンだった仮想マシンが保護されます。仮想マシンの

フェイルオーバー後にデバイスが追加された場合や、元の本番仮想マシンが削除された場合の再保護では、再保護中にマッ

ピングが使用されます。ほとんどの場合、以前保護されていた仮想マシンとそのデバイス バックアップが再保護中に使用
されます。

プレースホルダでは NIC がサポートされていないため、プレースホルダ仮想マシンのネットワーク構成を変更することは
できません。

インベントリ マッピングの変更は、すでに SRM によって保護されている仮想マシンには影響しません。新しいマッピン
グは、新しく追加した仮想マシンや、ユーザーが特定の仮想マシンの失われたプレースホルダを修復した場合にのみ適用

されます。プレースホルダ仮想マシンは、インベントリ マッピングで指定した場所に作成されますが、これらの仮想マシ
ンは vSphere Client を使用してフォルダやリソース プール間で移動できます。

手順

1 左側のペインで [サイト] をクリックし、マッピングを構成するサイトを選択します。

2 構成するインベントリ オブジェクトのタイプに対応するタブを選択します。

[リソース マッピング] タブ、[フォルダ マッピング] タブ、[ネットワークのマッピング] タブのいずれかを選択でき
ます。[マッピング] ページに、保護サイトのリソースがツリー形式で表示されます。

3 インベントリ オブジェクトを選択し、[マッピングの構成] をクリックします。

4 インベントリ項目を展開し、保護サイト リソースのマッピング対象となる復旧サイト リソース（ネットワーク、フォ
ルダ、またはリソース プール）に移動します。

5 (オプション) いくつかの方法でマッピングを確立できます。

n 既存のリソースを選択する。

n フォルダまたはリソース マッピングのオブジェクトを作成するには、リソースの作成ボタンをクリックします。

選択したリソースが [復旧サイトのリソース] 列に表示されます。また、復旧サイト vCenter のルートに対する相対
パスが [復旧サイトのパス] 列に表示されます。

6 マッピングを確立するリソース タイプに対して、ステップ 手順 2 からステップ 手順 4 を繰り返します。

次に進む前に

プレースホルダ データストアを割り当てます。「プレースホルダ データストアについて (P. 41)」を参照してください。

第 3 章 インベントリ マッピングとプレースホルダ データストアの確立
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アレイベースの保護の構成 4
保護サイトと復旧サイトのペアを決めたら、仮想マシンの保護を構成する必要があります。アレイベース レプリケーショ
ンを使用する場合、各サイトでストレージ レプリケーション アダプタ（SRA）を構成してから SRM を構成します。

vSphere レプリケーションのみを使用している場合、アレイ マネージャは必要ではなく、第 5 章「vSphere レプリケー
ション サーバのインストール (P. 49)」 にアクセスします。

この章では次のトピックについて説明します。

n アレイ マネージャの構成 (P. 45)

n アレイ マネージャの編集 (P. 46)

アレイ マネージャの構成
保護サイトと復旧サイトのペアを決めたら、SRM によって、レプリケートされたデバイスの検出、データストア グルー
プの計算、ストレージ操作の開始が実行されるように、両サイトで個別にアレイ マネージャを構成します。

アレイ マネージャの構成ウィザードに従って、次のいくつかのステップを実行します。
n アレイ マネージャのタイプを選択し、名前を入力します。アレイ マネージャを編集する際には、名前は変更できま

すが、タイプは変更できません。

n 保護サイトと復旧サイトで、SRM にアレイ管理システムの接続情報と認証情報（必要な場合）を指定します。

通常、アレイ マネージャの構成は、サイトの接続後に 1 回のみ実行します。アレイ マネージャの接続情報または認証情
報の変更や別のアレイ セットを使用する必要性がない限り、再構成する必要はありません。

開始する前に

n 「サイトの接続 (P. 37)」 に記載されているサイトに接続します。

n 「ストレージ レプリケーション アダプタのインストール (P. 36)」 の説明に従って、両方のサイトに SRA をインス
トールします。

手順

1 [アレイ マネージャ] をクリックして、アレイ マネージャを構成するフォルダを選択します。

2 [アレイ マネージャの追加] をクリックします。
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3 SRA の名前を入力し、アダプタのタイプを選択します。

a アレイの名前を [表示名] テキスト ボックスに入力します。

このアレイ マネージャに関連するストレージを識別しやすいように説明的な名前を使用します。

b SRM で使用するアレイ マネージャのタイプが [SRA タイプ] フィールドに表示されていることを確認します。

SRM サーバ ホストに複数の SRA がインストールされている場合は、ドロップダウン矢印をクリックして使用
するマネージャ タイプを選択します。マネージャ タイプが表示されない場合、SRA を再スキャンする必要があ
ります。または、その SRM サーバ ホストに SRA がインストールされていない可能性があります。

4 選択したアダプタの必須情報を入力します。

SRA はこれらのテキスト ボックスを作成します。フィールドの入力方法の詳細については、SRA ベンダーが提供し
ているドキュメントを参照してください。テキスト ボックスには、SRA によって異なるものもあるが、IP アドレス、
プロトコル情報、アレイ名と IP アドレスの間のマッピング、およびユーザー名とパスワードなど、共通なものもあ
ります。

5 ウィザードを終了します。

6 手順 1から 手順 5までの手順を繰り返して、復旧サイトのアレイ アダプタを構成します。

7 [アレイ ペア] タブで、アレイ ペアを選択し、[有効化] をクリックします。

8 アレイ マネージャが追加されたがアレイ ペアは表示されない場合、[更新] をクリックして、アレイ ペアに関する最
新情報を収集してください。

構成の変更を検出するためのアレイの再スキャン

SRM は 24 時間ごとにアレイをチェックしてデバイス構成の変更を確認します。ただし、アレイの再スキャンはいつでも
実行できます。

アレイ マネージャを構成すると、SRM は検出する一連のレプリケートされたストレージ デバイスに基づきデータストア
グループを計算します。いずれかのサイトでアレイの構成を変更してデバイスを追加または削除する場合、SRM はアレイ
を再スキャンして、データストア グループを再計算する必要があります。

手順

1 左側のペインで [アレイ マネージャ] をクリックし、[構成] をクリックします。

2 保護サイトの [アレイ マネージャ] ページで、[次へ] をクリックします。

3 [次へ] をクリックします。

4 [アレイの再スキャン] をクリックします。

5 [終了] をクリックして処理を完了します。

アレイ マネージャの編集
アレイ マネージャの編集ウィザードを使用して、アレイ マネージャ名、または IP アドレスやユーザー名/パスワードなど
その他の設定を変更します。

アダプタ フィールドの入力方法の詳細については、SRA ベンダーが提供しているドキュメントを参照してください。フィー
ルドには、SRA によって異なるものもあるが、IP アドレス、プロトコル情報、アレイ名と IP アドレスの間のマッピング、
およびユーザー名とパスワードなど、共通なものもあります。

手順

1 左側のペインで [アレイ マネージャ] をクリックし、アレイ マネージャを選択します。

2 [アレイ マネージャの編集] をクリックします。
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3 [表示名] フィールドでアレイ名を変更します。

このアレイ マネージャに関連するストレージを識別しやすいように説明的な名前を使用します。アレイ マネージャ
のタイプを変更することはできません。

4 アダプタ情報を変更します。

これらのフィールドは SRA によって作成されます。

5 [終了] をクリックして、アレイ マネージャの変更を完了します。

第 4 章 アレイベースの保護の構成
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vSphere レプリケーション サーバのインス
トール 5

vSphere レプリケーション（VR）では、ESX Server のレプリケーション テクノロジーと仮想アプライアンスを組み合わ
せて、サイト間で仮想マシンをレプリケートします。

VR は、vSphere レプリケーション サーバ（VR サーバまたは VRS）によって実現されます。VR サーバは、vSphere
Replication Management Server（VRMS）によって管理されます。VRMS と VR サーバはどちらも仮想アプライアン
スです。VR を使用するために、各サイトで VRMS サーバを正確に 1 つ導入し、復旧サイトで少なくとも 1 つの VR サー
バを導入する必要があります。両方向でレプリケーションを有効にするためには、各サイトで少なくとも 1 つの VRS を
導入する必要があります。VR のロード バランスのニーズを満たすためには、複数の VR サーバを各サイトで導入するこ
とが必要な場合があります。対応する vCenter Server に各 VRMS を登録する必要があります。たとえば、プライマリ サ
イト VRMS はプライマリ サイト vCenter Server で登録される必要があります。

VRMS と VRS の両方のアプライアンスで、仮想アプライアンス管理インターフェイス（VAMI）が提供されます。これら
のインターフェイスを使用して、VRMS データベースの他、アプライアンスのネットワーク設定、パブリックキー証明
書、およびパスワードを構成できます。

VR を使用する前に、VR のインフラストラクチャを構成する必要があります。具体的には、両方のサイトのランタイム設
定に管理対象 IP アドレスを定義する、VRMS データベースをインストールする、などの作業が必要です。[はじめに] ペー
ジに、インストールと構成プロセスを正しく行うための有用なガイダンスが表示されます。

n SRM をインストールするときに、VR オプションを選択してください。SRM をインストールした後に VR を追加す
るには、インストーラを再実行します。

n 「サイトの接続 (P. 37)」の説明に従って、SRM サーバのペアを作成します。

n 「vSphere Replication Management Server のデプロイ (P. 50)」の説明に従って、両方のサイトに VRMS をデ
プロイします。

n 「vSphere レプリケーション管理接続の構成 (P. 53)」の説明に従って、VRMS サーバのペアを作成します。

n 「vSphere レプリケーション サーバのデプロイ (P. 53)」の説明に従って、VR サーバをデプロイします。

n 「vSphere レプリケーション サーバ設定の構成 (P. 54)」の説明に従って、VR サーバを構成します。

n 「vSphere レプリケーション サーバの登録 (P. 55)」の説明に従って、VR サーバを登録します。

この章では次のトピックについて説明します。

n vSphere Replication Management Server のデプロイ (P. 50)

n vSphere Replication Management Server 設定の構成 (P. 50)

n vSphere レプリケーション管理接続の構成 (P. 53)

n vSphere レプリケーション サーバのデプロイ (P. 53)

n vSphere レプリケーション サーバ設定の構成 (P. 54)

n vSphere レプリケーション サーバの登録 (P. 55)
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vSphere Replication Management Server のデプロイ
vSphere レプリケーション（VR）を使用する前に、SRM UI から vSphere Replication Management Server（VRMS）
をデプロイして VR をサポートするフレームワークを作成する必要があります。VR は各サイトで VRMS をデプロイする
ことを必要とします。

開始する前に

n 固定 IP アドレスがあることを確認してください。

n SRM データベースがセットアップされていることを確認してください。

n SRM のインストール中に VR オプションを有効にしたことを確認してください。

手順

1 左側のペインの [vSphere レプリケーション] をクリックします。

2 フォルダ アイコンで示されているサイトの 1 つを選択し、[はじめに] タブをクリックします。

3 [vSphere Replication Management Server のデプロイ] をクリックします。

VRMS は OVF ウィザードを使用して仮想アプライアンスとしてデプロイされます。

4 [OK] をクリックして、OVF ウィザードを開始します。

OVF ウィザードに関する情報は、『vSphere 仮想マシン管理ガイド』に表示されます。OVF ウィザードは、基本ア
プライアンス構成を通じて指示します。OVF ウィザードによって指示された場合は、VRM サーバ アプライアンスの
ルート パスワードを設定する必要があります。

VRMS がデプロイされます。インストール中に問題が発生した場合は、SRM のインストール ディレクトリにある VRMS
サーバ仮想アプライアンスの OVF ファイルを探してください。このファイルを使用して vSphere Client からアプライア
ンスを手動でデプロイできます。それには、[ファイル] メニューから [OVF テンプレートのデプロイ] を選択します。OVF
ファイルは、vCenter Server インストールの www ディレクトリにあります。たとえば、C:\Program Files
(x86)\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\www\HMS_OVF10.ovf などにあります。

vSphere Replication Management Server 設定の構成
vSphere Replication Management Server (VRMS) の設定を、仮想アプライアンス管理インターフェイス (VAMI) を経
由して構成します。これらの設定は、インストール中に設定されます。サーバがデプロイされた後に、設定を修正できます。

[VRMS] タブの構成セクションを使用して、次の項目を構成します：

n データベースの設定

n vCenter Server の情報

n SSL 証明書の設定

VR レプリケーションを使用する前に、これらの設定を構成します。VRMS を展開後に VAMI を使用してこれらの設定を
管理します。[はじめに] タブをクリックし、 [VRMS の構成] リンクをクリックすることで、SRM インターフェイスを使
用して VRMS に接続できます。また、サーバの IP アドレスを入力して、ブラウザのポート (8080) を指定して、Web 上
の VAMI に接続できます。サンプル アドレスは、https://192.168.1.2:8080/ になります。IP アドレスは変動しますが、
ポートは常に 8080 です。

開始する前に

n VRMS がパワーオン状態であることを確認します。

n VRMS を構成するための管理者権限を持つ必要があります。

手順

1 VRMS Web インターフェイスに接続します。
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2 サーバのユーザー名とパスワードを指定します。

ユーザー名はルートで、パスワードは VRMS の OVF 導入中に構成されます。

3 [VRMS] タブをクリックして、そして、[構成] をクリックします。

4 構成モードで、手動による構成を選択して構成を指定するか、[既存の VRMS データベースから構成] を選択して、
以前に確立した構成を使用します。

5 DB テキスト ボックスに、使用する VRMS のデータベースについての情報を入力します。

6 VRMS テキスト ボックスには、VRMS の名前とネットワーク アドレスを入力します。

保護サイトおよび復旧サイトの VRMS に対して、一意の名前を指定する必要があります。

7 VC テキスト ボックスで、このインストールで使用される vCenter Server に関する情報を入力します。

インストールで使用したものと同じアドレス フォーマット、IP アドレス、または FQDN を使用します。

8 SSL 証明書をインストールします。

オプション 説明

SSL 証明書ポリシーを有効にします このポリシーを有効にすると、信頼性は向上しますが、追加でパブリック キーの構成
が必要な場合があります。SSL 証明書ポリシーを有効にして、信頼性を向上させます。

自己署名証明書を生成するか、既存の証明書

をインストールします

自己署名証明書を使用すると、信頼性が下がることがあり、セキュリティ標準に高い

レベルで準拠していることが求められる環境には適切でない可能性があります。

 

9 変更を適用するには、[サービスを保存して再開] をクリックします。

VRMS セキュリティ設定の構成
VRMS サーバのパスワードを変更して、組織のセキュリティ標準を満たすことができます。このパスワードを使用して、
VAMI にログインするか、コンソールにログインします。

開始する前に

VRMS サーバがオンになっていることを確認します。

手順

1 SRM インターフェイスでは、[はじめに] タブをクリックし、[VRMS サーバの構成] をチェックして、VRMS サーバ
に接続してください。

代わりに、サーバの IP アドレスとポート 8080 をブラウザに入力することで、VRMS サーバ Web インターフェイ
スに接続できます。サンプル アドレスは、https://192.168.1.2:8080/ になります。

2 サーバのユーザー名とパスワードを指定します。

ユーザー名は常にルートです。

3 [VRMS] タブをクリックし、[セキュリティ] ボタンをクリックします。

4 ルート ユーザーのパスワードを変更するには、次の手順を実行します。

a [現在のパスワード] フィールドに現在のパスワードを入力します。

b [新しいパスワード] と [新しいパスワードの確認] テキスト ボックスに新しいパスワードを入力します。

VRMS では、空のパスワードはサポートされていません。

c [適用] をクリックしてパスワードを変更します。

5 現在の SSL 情報を確認します。
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VRMS ネットワーク設定の構成
現在のネットワーク設定を確認し、VRMS サーバのアドレスおよびプロキシの設定を変更できます。ネットワーク再構成
と一致するようにこれらの変更を行ってください。

手順

1 SRM インターフェイスでは、[はじめに] タブをクリックし、[VRMS サーバの構成] をチェックして、VRMS サーバ
に接続してください。

代わりに、サーバの IP アドレスとポート 8080 をブラウザに入力することで、VRMS サーバ Web インターフェイ
スに接続できます。サンプル アドレスは、https://192.168.1.2:8080/ になります。

2 サーバのユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は常にルートです。

3 [ネットワーク] タブをクリックします。

4 [ステータス] ボタンをクリックし、現在の設定を確認します。

5 [アドレス] ボタンをクリックし、アドレス設定を確認して変更します。

a DHCP または固定 IP アドレスを選択します。

再起動した場合にアプライアンスの IP アドレスが変わる場合には、DHCP をお勧めしません。

b IP 設定、DNS 設定、およびホスト名の情報を入力します。

c [設定の保存] をクリックします。[設定の保存] をクリックしない場合、変更は破棄されます。

6 [プロキシ] ボタンをクリックし、プロキシ設定を確認して変更します。

a [プロキシ サーバを使用する] を有効にしてプロキシ サーバを使用します。

b [プロキシ サーバ] テキスト ボックスにプロキシ サーバ名を入力します。

c [プロキシ ポート] テキスト ボックスにプロキシ ポートを入力します。

d (オプション) プロキシ サーバのユーザー名とパスワードを入力します。

e [設定の保存] をクリックします。[設定の保存] をクリックしない場合、変更は破棄されます。

VRMS システム設定の構成
vSphere Replication Management Server (VRMS)アプライアンスに関する情報を管理したり、収集するために必要な
場合は VRMS システム設定を構成してください。[システム] タブを使用して、サーバ仮想アプライアンスの情報を見直し
ます。アプライアンス ベンダー、名前およびバージョン、ホスト名、アプライアンス オペレーティング システムおよび
バージョンに関する情報を見直すことができます。

手順

1 SRM インターフェイスで、[はじめに] をクリックして、 [VRMS サーバの構成] リンクをクリックします。

代わりに、サーバの IP アドレスとポート 8080 をブラウザに入力することで、VRMS サーバ Web インターフェイ
スに接続できます。サンプル アドレスは、https://192.168.1.2:8080/ になります。

2 VRMS サーバに接続します。

3 サーバのユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は常にルートです。

4 [システム] タブをクリックします。
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5 [詳細情報] ボタンをクリックします。

該当するサーバの仮想アプライアンスの次の情報を確認できます。

n アプライアンス ベンダー

n アプライアンス名

n アプライアンスのバージョン

n ホスト名

n アプライアンスのオペレーティング システムとバージョン

a OVF 環境に関する情報は、[表示] をクリックしてください。

b [再起動] をクリックして、仮想アプライアンスを再起動します。

c [シャットダウン] をクリックして、仮想アプライアンスをシャットダウンします。

VRMS 仮想アプライアンスのシャットダウンはすでに構成した仮想マシンのレプリケーションには影響しませ
んが、新しい仮想マシンのレプリケーションを構成したり、既存のレプリケーション設定を修正できないように

します。

6 [タイム ゾーン] ボタンをクリックして、[システムのタイム ゾーン] ドロップダウン リストのタイム ゾーンを選択
し、[設定の保存] をクリックします。

vSphere レプリケーション管理接続の構成
vSphere レプリケーション（VR）をサポートしているサイト間で vSphere Replication Management Server (VRMS)
の接続を構成します。

この処理は、VRMS サーバがインストールされているいずれかのサイトで実行できます。信頼されていない証明書を使用
している場合は、処理中に証明書警告が表示されることがあります。

開始する前に

2 つのサイトで VRMS サーバが展開および構成されていること、両方のサイトで SRM サーバをインストールしてペアに
することも必要です。

手順

1 左側のペインの [vSphere レプリケーション] をクリックし、サイトを選択します。

サイトはフォルダ アイコンで示されます。

2 [サマリ] タブをクリックし、[VRMS 接続の構成] をクリックします。

3 リモート vCenter Server の管理者パスワードを入力します。

4 [OK] をクリックし、サーバ間の接続を確認します。

[vSphere のレプリケーション] ペインの [サマリ] タブにサーバが接続されていることが示されます。

vSphere レプリケーション サーバのデプロイ
vSphere レプリケーション サーバ（VRS）をデプロイして、vSphere レプリケーション（VR）を有効にします。VR を
使用するために、各サイトで VRMS サーバを正確に 1 つ導入し、復旧サイトで少なくとも 1 つの VR サーバを導入する
必要があります。両方向でレプリケーションを有効にするためには、各サイトで少なくとも 1 つの VRS を導入する必要
があります。

VR レプリケーションのロード バランスのニーズを満たすためには、複数の VR サーバを各サイトで導入することが必要
な場合があります。ロード バランスのニーズを満たすためには、複数の VR サーバを各サイトで導入することが必要な場
合があります。保護サイトの VRMS は、保護サイトの vCenter Server に登録する必要があります。復旧サイト VRMS
は復旧サイト vCenter Server で登録する必要があり、VR サーバはサイトで VRMS で登録される必要があります。
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仮想アプライアンスである VRS は、SRM サーバに保存されます。VRS サーバは VRMS サーバが導入され、サイトに対し
て構成された後で、サイトで導入する必要があります。SRM インターフェイスを使用して VRS をデプロイするときに問
題が発生した場合は、SRM のインストール ディレクトリにある VRS の OVF ファイルを探してください。このファイル
を使用して vSphere Client からアプライアンスを手動でデプロイできます。それには、[ファイル] メニューから [OVF
テンプレートのデプロイ] を選択します。OVF ファイルは、vCenter Server インストールの www ディレクトリにありま
す。たとえば、C:\Program Files (x86)\VMware\VMware vCenter Site Recovery

Manager\www\vrserver_OVF10.ovf などにあります。

この手順には、「SRM への接続 (P. 23)」 の説明に従って、SRM に接続することも含まれています。

手順

1 [vSphere レプリケーション] をクリックし、[サマリ] タブをクリックします。

2 [VR サーバのデプロイ] をクリックします。

OVF ウィザードを使用して VRS が仮想アプライアンスとしてデプロイされます。

3 [OK] をクリックし、OVF ウィザードを起動します。

OVF ウィザードに関する情報は、『vSphere 仮想マシン管理ガイド』の「OVF テンプレートのデプロイ」の章に記
載されています。

vSphere レプリケーション サーバ設定の構成
仮想アプライアンス管理インターフェイス（VAMI）を使用して、vSphere レプリケーション サーバ（VRS）設定を構成
します。VRS 設定はインストール中に確立されます。サーバが導入された後で設定を変更できます。VRMS と異なり、
VRS は導入後に VAMI を通じた追加構成を必要としません。

自己署名証明書を使用すればパブリックキー ベースの暗号化および認証ができますが、そのような証明書を使用する場
合、証明機関によって署名された証明書のような確実性は得られません。

開始する前に

VRS がインストールされ、サーバがオンになっていることを確認してください。

手順

1 SRM インターフェイスで、[vSphere レプリケーション] を選択します。

2 VR サーバを選択して、[VR サーバの構成] リンクをクリックします。

または、ブラウザでサーバの IP アドレスとポート番号（5480）を入力して VRS の Web インターフェイスに接続す
ることもできます。IP アドレスは、https://192.168.1.2:5480 のようになります。IP アドレスは変わりますが、ポー
ト番号は常に 5480 です。

3 VR サーバ設定インターフェイスにルートとしてログインします。

デフォルトのルート パスワードは vmware です。

4 [VR サーバ] タブをクリックします。

5 スーパー ユーザーのパスワードを変更します。

6 (オプション) [生成とインストール] をクリックして、自己署名証明書を生成およびインストールします。

7 既存の SSL 証明書を使用します。

a [証明書] テキスト ボックスの横にある [参照] ボタンをクリックし、既存の証明書を参照します。

b [キー] テキスト ボックスの横にある [参照] ボタンをクリックし、既存のプライベート キーを参照します。

c [アップロード] をクリックし、指定した証明書とキーをアップロードします。
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vSphere レプリケーション サーバの登録
vSphere レプリケーション（VR）を有効にするには、vSphere レプリケーション サーバ（VRS）を vSphere Replication
Management Server（VRMS）に登録する必要があります。

開始する前に

n 「vSphere レプリケーション サーバ設定の構成 (P. 54)」 に記載されているように VRMS を構成します。

n 「vSphere レプリケーション管理接続の構成 (P. 53)」 の説明に従って、VRMS がペアになっていることを確認します。

手順

1 左側のペインで [vSphere のレプリケーション] をクリックしてサイトを選択し、[VR サーバの登録] をクリックしま
す。

[VRS の登録] ページに、選択したサイトのリソースのリストが表示されます。

2 動作中の VRS であるインベントリ内の仮想マシンを選択し、[OK] をクリックします。

信頼されていない証明書を使用している場合は、証明書警告が表示されることがあります。

次に進む前に

第 6 章「保護グループの作成と仮想マシンのレプリケーション (P. 57)」 の説明に従って、保護グループを作成し、仮
想マシンをレプリケートします。
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保護グループの作成と仮想マシンのレプリ
ケーション 6

レプリケーション ソリューションを構成した後、保護グループを作成します。また、仮想マシンのレプリケーションと保
護の構成をカスタマイズすることもできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシンの保護と復旧に関する制限事項 (P. 57)

n アレイベースの保護グループの作成 (P. 58)

n vSphere レプリケーション保護グループの作成 (P. 59)

n 1 つの仮想マシンのレプリケーションの構成 (P. 60)

n 複数の仮想マシンのレプリケーションの構成 (P. 61)

n 物理的な運搬による仮想マシンのレプリケーション (P. 62)

n 新しい vSphere レプリケーション サーバへの仮想マシンの移動 (P. 64)

n 保護グループのすべてのメンバーにインベントリ マッピングを適用 (P. 64)

仮想マシンの保護と復旧に関する制限事項

サスペンド状態の仮想マシン、スナップショットのある仮想マシン、およびリンク クローンである仮想マシンの SRM に
よる保護と復旧は制限されています。

サスペンドされた仮想マシンの保護と復旧

仮想マシンをサスペンドすると、vSphere によってそのメモリ状態が作成および保護されます。仮想マシンを再開する
と、保存されたメモリ状態が vSphere によって復元されるため、仮想マシンは実行しているアプリケーションとゲスト
OS の処理を中断なく続行することができます。

スナップショットのある仮想マシンの保護と復旧

アレイベース レプリケーションは、スナップショットのある仮想マシンの保護と復旧をサポートしますが、制限がありま
す。

スナップショットの差分ファイルを保存するためのカスタム ロケーションを指定するには、workingDir パラメータを
VMX ファイルで指定します。SRM では、workingDir パラメータの使用はサポートされません。

バージョン 4.1 より古い ESX または ESXi Server を実行している場合も制限が適用されます。

n 仮想マシンに複数の VMDK ディスク ファイルがある場合、すべてのディスク ファイルを VMX ファイル自身と同じ
フォルダに格納する必要があります。
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n 仮想マシンが Raw ディスク マッピング (RDM) ディスク デバイスに接続されている場合は、マッピング ファイルを
VMX ファイルと同じフォルダに保存する必要があります。仮想互換モードを使用して RDM マッピングを作成する
場合にのみ、RDM スナップショットを使用できます。

ESX または ESXi Server 4.1 以上を実行している場合、これらの制限は適用されません。

vSphere レプリケーションでは、スナップショットのある仮想マシンの保護がサポートされますが、最新のスナップショッ
トだけを復元できます。

リンク クローン仮想マシンの保護と復旧
vSphere レプリケーションでは、リンク クローンである仮想マシンの保護と復旧はサポートされていません。

アレイベース レプリケーションでは、スナップショット ツリーのすべてのノードがレプリケートされた場合に、リンク
クローンである仮想マシンの保護と復旧がサポートされます。

アレイベースの保護グループの作成

アレイベース レプリケーションの場合、SRM はデータストア グループを編成して、保護仮想マシンに関連付けられてい
るすべてのファイルを収集します。その後、保護グループにこれらのデータストア グループを関連付けます。ファイルの
レプリケーションやフェイルオーバーは、データストア グループのすべての仮想マシンで同時に行われます。別のデータ
ストアにファイルがある仮想マシンをもつことができます。このような場合、SRM によって 1 つの仮想マシンを構成す
るファイルが格納された各データストアが結合され、データストア グループが作成されます。

データストア グループは、独立してフェイルオーバーまたはテストできるストレージの最小単位です。グループの計算方
法には、いくつかのルールがあります。

n デバイスがデータストアによって使用されている場合、そのデータストアによって使用されているすべてのデバイス

が結合されます。

n デバイスがアレイ内の整合性グループに含まれている場合、その整合性グループのすべてのデバイスが結合されます。

n 仮想マシンが複数のデータストアにまたがる場合、そのようなデータストアに属しているすべてのデバイスが結合さ

れます。

データストア グループに追加するデバイスがなくなるまでこれらのルールが繰り返されます。

フォルダの保護グループを整備することができます。復旧インターフェイスのさまざまなビューは、復旧グループの名前

を表示しますが、フォルダ名は表示しません。異なるフォルダに同じ名前の保護グループが 2 つある場合、 リカバリ イ
ンターフェイスのいくつかのビューでは、それらを区別するのが難しくなります。そのため、保護名は、すべてのフォル

ダで一意にする必要があります。ユーザーのすべてがすべてのフォルダを参照する権限を保有していない環境では、必ず

保護グループの名前は一意になるようにしてください。フォルダに保護グループを置かないようにしてください。

手順

1 [保護グループ] をクリックし、[保護グループの作成] をクリックします。

2 [サイトと保護グループ タイプの選択] ページで、保護するサイトを選択し、[アレイ ベースのレプリケーション] を
選択します。

3 リストからデータストア グループを選択し、[OK] をクリックします。

表示されるデータストア グループは、アレイ マネージャの構成時に検出されたものです。リストの各データストア
グループは、復旧サイトにレプリケートされます。データストア グループを選択すると、そのデータストア グルー
プの仮想マシンが下部にある [選択したデータストア グループの仮想マシン] ペインに表示され、保護グループが確
立されたら保護グループに含まれるようにマークされます。

4 保護グループの名前とオプションの説明を入力して、[次へ] をクリックします。

5 [終了] をクリックすると、保護グループが作成され、指定した仮想マシンの保護が自動的に開始します。
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SRM によって保護グループが作成され、保護グループを使用して仮想マシンを保護できます。保護が確立されると、プ
レースホルダが作成され、グループ内の各仮想マシンにインベントリ マッピングが適用されます。復旧サイトのフォル
ダ、ネットワーク、およびリソース プールに仮想マシンをマッピングできない場合、[マッピングがありません] というス
テータスで表示され、プレースホルダは作成されません。この処理が想定したとおりに完了するまで待機します。保護グ

ループが作成され、仮想マシンが保護されていることを確認します。これらのタスクの進行状況は vSphere Client の [最
近のタスク] パネルで監視できます。

次に進む前に

保護グループを関連付ける保護プランを作成します。この処理は、「復旧プランの作成 (P. 65)」 に記載されています。

アレイベースの保護グループの編集

アレイベースの保護グループの名前および説明を変更したり、保護グループに含まれるデータストア グループを追加また
は削除したりできます。

手順

1 [保護グループ] をクリックし、アレイベース保護グループを右クリックして、[保護グループの編集] を選択します。

2 [次へ] をクリックします。

3 保護グループでデータストア グループを追加または削除して、[次へ] をクリックします。

4 保護グループの名前や説明を編集し、[次へ] をクリックします。

5 [終了]をクリックします。

vSphere レプリケーション保護グループの作成
vSphere レプリケーション（VR）で保護を有効にする保護グループを作成します。

フォルダの保護グループを整備することができます。復旧インターフェイスのさまざまなビューは、復旧グループの名前

を表示しますが、フォルダ名は表示しません。異なるフォルダに同じ名前の保護グループが 2 つある場合、 リカバリ イ
ンターフェイスのいくつかのビューでは、それらを区別するのが難しくなります。そのため、保護名は、すべてのフォル

ダで一意にする必要があります。ユーザーのすべてがすべてのフォルダを参照する権限を保有していない環境では、必ず

保護グループの名前は一意になるようにしてください。フォルダに保護グループを置かないようにしてください。

開始する前に

vSphere Client を使用して仮想マシンの vSphere レプリケーションを確立します。「1 つの仮想マシンのレプリケーショ
ンの構成 (P. 60)」 または 「複数の仮想マシンのレプリケーションの構成 (P. 61)」 を参照してください。

手順

1 [保護グループ] をクリックし、[保護グループの作成] をクリックします。

2 [サイトと保護グループ タイプの選択] ページで、保護するサイトを選択し、[vSphere レプリケーション] を選択し
ます。

3 リストから仮想マシンを選択し、[次へ]をクリックします。

VR の仮想マシンのみを有効にし、保護グループにまだ含まれていないものが表示されます。

4 保護グループの名前とオプションの説明を入力して、[次へ] をクリックします。

5 [終了] をクリックすると、保護グループが作成され、指定した仮想マシンの保護が自動的に開始します。

次に進む前に

次に、保護グループを関連付ける復旧プランを作成します。この処理は、「復旧プランの作成 (P. 65)」 に記載されてい
ます。
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vSphere レプリケーション保護グループの編集
vSphere レプリケーション（VR）保護グループの名前やそのグループで保護されている仮想マシンを変更できます。

手順

1 左側のペインで [保護グループ] をクリックし、保護グループを右クリックします。

2 [保護グループの編集] を選択します。

3 保護グループの名前または説明を編集します。

4 保護グループに仮想マシンを追加し、[OK] をクリックします。

1 つの仮想マシンのレプリケーションの構成
個々の仮想マシンとその仮想ディスクは、vSphere レプリケーション（VR）により保護できます。

開始する前に

VR を使用して仮想マシンをレプリケートするには、VR インフラストラクチャを両方のサイトに確立する必要がありま
す。VR インフラストラクチャを確立するには、最低でも、両方のサイトに 1 つの vSphere Replication Management
Server（VRMS）、復旧サイトに 1 つ以上の VR サーバ（VRS）が必要になります。各サイトの SRM サーバはペアになっ
ている必要があります。また、VRMS もペアになっている必要があります。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、[仮想マシンおよびテンプレート] をクリックします。

2 インベントリを参照し、VR を使用してレプリケートする 1 つの仮想マシンを探します。

3 仮想マシンを右クリックし、[vSphere のレプリケーション...] をクリックします。
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4 レプリケーションの全般設定を構成します。

a [Recovery Point Objective（RPO）] スライダを使用するか値を入力して、サイト障害の時のデータ消失の最
大許容量を構成します。可能な範囲は 15 分 ～ 24 時間です。

たとえば、目標復旧時点が 1 時間の場合、復旧時に仮想マシンで失われるデータが 1 時間を超えないことを目
標とします。RPO を小さくすれば復旧時のデータ消失は少なくなりますが、レプリカを最新の状態に維持する
ためにより多くのネットワーク バンド幅を消費します。

注意   仮想マシンがその RTO ターゲットに達するたびに、SRM は約 3800 バイトのデータを vCenter Server
イベント データベースに記録します。RPO 期間を短く設定した場合、これにより、大量のデータがデータベー
ス内にすぐに作成される可能性があります。大量のデータが vCenter Server イベント データベース内に作成
されないようにするには、vCenter Server でイベント データが保持される日数を制限する必要があります。
『vCenter Server and Host Management Guide』の「Configure Database Retention Policy」を参照し
てください。または、RPO の値をより大きく設定してください。

b ゲスト OS の静止構成を選択します。

選択可能な静止タイプは、仮想マシンのオペレーティング システムによって決まります。Microsoft Volume
Shadow Copy Service（VSS）による静止は、Windows Server 2003 以降を実行している Windows 仮想マ
シンでサポートされます。VR は Linux および Windows XP や Windows 2000 などの Windows の古いバー
ジョンでの静止をサポートしていません。Windows 7 および Windows 2008 以降の場合、仮想マシン ファ
イルシステム レベルの静止はサポートされていますが、アプリケーション レベルの静止はサポートされていま
せん。

c ターゲット ファイルの場所が指定されていない場合、あるいはデータストア マッピングにより決められたデ
フォルトをオーバーライドする場合、[参照] をクリックして、仮想マシンのターゲット ロケーションを選択し
てください。このオプションが選択された場合、空のブランク レプリカ ディスクが作成されます。ブランクで
ないディスクを使用するには、「物理的な運搬による仮想マシンのレプリケーション (P. 62)」 を参照してくだ
さい。

データストアまたはデータストア内のフォルダを選択します。

n データストアを参照して選択し、[OK] をクリックします。

n [データストア フォルダを指定] を有効にしてデータストアを参照します。次に、[参照] をクリックし、
[データストアの参照] ウィンドウで目的のフォルダを探してダブルクリックします。

5 仮想マシンの各メディア デバイスのレプリケーション先を選択します。仮想マシンの各デバイスでこの手順を繰り
返します。

次のページは動的に作成されます。このページには、複数の仮想ドライブが表示される場合があります。これらはす

べて一意に構成できます。仮想ドライブがレプリケートされるかどうか、仮想ドライブのレプリケーション ターゲッ
ト、レプリケートされる仮想ドライブがどのように構成されているかに関する情報などの設定を構成できます。ディ

スクがレプリケートされる場合、先に進む前にレプリケーション先を選択してください。

6 VRS の自動割り当てを受け入れるか、特定のサーバを選択してください。

7 設定を確認し、[終了] をクリックしてレプリケーションを確立します。

複数の仮想マシンのレプリケーションの構成

vSphere レプリケーションを使用して複数の仮想マシンを保護できます。

開始する前に

VR を使用して仮想マシンをレプリケートするには、VR インフラストラクチャを両方のサイトに確立します。VR インフ
ラストラクチャを確立するには、最低でも、両方のサイトに 1 つの vSphere Replication Management Server（VRMS）、
復旧サイトに 1 つ以上の vSphere レプリケーション サーバ（VRS）が必要になります。各サイトの SRM サーバはペア
になっている必要があります。また、VRMS もペアになっている必要があります。仮想マシンがパワーオフされている場
合、仮想マシンのパワーオン時にレプリケーションが開始します。
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複数のマシンをレプリケートする前に、SRM ユーザー インターフェイスでデータストア マッピングを構成します。詳細
については、「vSphere Replication Management のデータストア マッピングの構成 (P. 42)」を参照してください。レ
プリケーションのターゲット データストアに関する情報を SRM で使用できるようにマッピングを構成します。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、[仮想マシンおよびテンプレート] をクリックします。

2 左側のペインでフォルダまたはデータセンターを選択し、[仮想マシン] タブをクリックします。

仮想マシンのリストが右側のペインに表示されます。

3 右側のペインで、レプリケートする仮想マシンを右クリックし、[vSphere のレプリケーション] をクリックします。

4 [レプリケーション設定] ページで、レプリケーションの全般設定を構成します。

a [Recovery Point Objective（RPO）] スライダを使用するか、値を入力します。

RPO 値によって、復旧中に許容する最大データ損失量が決めます。可能な範囲は 15 分 ～ 24 時間です。

注意   仮想マシンがその RTO ターゲットに達するたびに、SRM は約 3800 バイトのデータを vCenter Server
イベント データベースに記録します。RPO 期間を短く設定した場合、これにより、大量のデータがデータベー
ス内にすぐに作成される可能性があります。大量のデータが vCenter Server イベント データベース内に作成
されないようにするには、vCenter Server でイベント データが保持される日数を制限する必要があります。
『vCenter Server and Host Management Guide』の「Configure Database Retention Policy」を参照し
てください。または、RPO の値をより大きく設定してください。

b ゲスト OS の静止方法を選択します。

c [.vmdk ファイルの初期コピーはターゲットのデータストアに配置されました] を有効にするかどうかを選択し
ます。

このオプションは、レプリケートされたデータストアを検索します。候補ファイルが見つかったら、そのファイ

ルを初期ファイルとして使用するかどうかを確認してください。

5 [VRS] ページで VRS の自動割り当てを受け入れるか、特定のサーバを選択します。

6 設定を確認し、[終了] をクリックしてレプリケーションを確立します。

物理的な運搬による仮想マシンのレプリケーション

.vmdk ファイルの最初のレプリケーションは、ストレージ デバイスのファイルを物理的に運搬してより効率的に行うこ
とができます。これは、SneakerNet レプリケーションとも呼ばれます。データ量が大きい、使用可能なバンド幅が小さ
い、またはこれらの組み合わせが原因で、ファイルをネットワーク経由でコピーすることが現実的でない場合、物理的な

運搬が必要になることがあります。

仮想マシンをレプリケートする場合、仮想マシンをデータストア内のサブディレクトリにレプリケートすることをお勧め

します。ディスクのコピーは、使用した方法が .vmdk ファイル内に保存されている識別情報を保持する限り、動作します。

開始する前に

vSphere レプリケーション（VR）を使用して仮想マシンをレプリケートするには、VR インフラストラクチャを両方のサ
イトに確立する必要があります。VR インフラストラクチャを確立するには、最低でも、両方のサイトに 1 つの vSphere
Replication Management Server (VRMS)、復旧サイトに 1 つ以上の VR サーバ（VRS）が必要になります。各サイト
の SRM サーバはペアになっている必要があります。また、VRMS もペアになっている必要があります。仮想マシンがパ
ワーオフされている場合、仮想マシンのパワーオン時にレプリケーションが開始します。

手順

1 vSphere Client を使用して、物理的に運搬される仮想マシンを管理できる vCenter Server に接続します。

2 [データストア] をクリックします。左側のペインで、仮想マシンのファイルを格納するデータストアを参照してデー
タストアを選択します。次に、右側のペインで [このデータストアの参照] をクリックします。
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3 運搬するすべての仮想マシンのフォルダを選択します。次に、選択したフォルダを右クリックして [ダウンロード...]
をクリックします。

4 ファイルをコピーする場所を選択し、[OK] をクリックします。

5 [はい] をクリックします。

6 ダウンロードが完了したら、ファイルが格納されているメディアをペアリングされたサイトの場所に運搬してアップ

ロードします。

7 ペアリングされたサイトの vSphere Client のホーム ページで、[データストア] をクリックします。左側のペイン
で、仮想マシンのファイルを格納するデータストアを参照してデータストアを選択します。次に、右側のペインで

[このデータストアの参照] をクリックします。

8 仮想マシンのコピーを格納するフォルダを選択します。次に、選択したフォルダを右クリックして [フォルダのアッ
プロード...] をクリックします。

9 仮想マシンを含むフォルダを選択し、[OK] をクリックします。

10 本番サイトで、vSphere Client のホーム ページの [仮想マシンおよびテンプレート] をクリックします。

11 インベントリ内でレプリケートする仮想マシンを探します。仮想マシンを右クリックし、[Site Recovery Manager
の vSphere レプリケーション...] をクリックします。

12 レプリケーションの全般設定を構成します。

a [参照...] をクリックし、仮想マシンをレプリケートするデータストアを参照します。データストアの選択のダイ
アログ ボックスで [参照] チェックボックスをオンにし、ターゲット フォルダをダブルクリックして選択します。

vmdk をアップロードしたときに作成したフォルダを選択します。ターゲット ディレクトリを選択する前に、
vSphere Client を使用してターゲット データストアにディレクトリを作成しておく必要があります。

b [Recovery Point Objective（RPO）] スライダを使用するか値を入力して、復旧時のデータ消失の最大許容量
を構成します。

たとえば、目標復旧時点が 1 時間の場合、復旧時に仮想マシンで失われるデータが 1 時間を超えないことを目
標とします。RPO を小さくすれば復旧時のデータ消失は少なくなりますが、レプリカの同期を維持するために
より多くのネットワーク バンド幅を消費します。

c ゲスト OS の静止構成を選択します。

選択可能な静止タイプは、仮想マシンのオペレーティング システムによって決まります。VSS による静止は、
Windows XP 以降を実行している Windows 仮想マシンでサポートされます。Linux では、静止はサポートさ
れません。

13 仮想マシンの各メディア デバイスのレプリケーション先を選択します。仮想マシンの各デバイスでこの手順を繰り
返します。

a [既存のファイルを選択して初期コピーとして使用する] を選択して [参照] をクリックします。

b もう一方のサイトに物理的に運搬された vmdk ファイルを探してダブルクリックします。

c [はい] をクリックし、物理的に運搬された vmdk のコピーが今後のレプリケーションで上書きされることを確
認します。

次のページは動的に作成されます。このページには、複数の仮想ドライブが表示される場合があります。これらはす

べて一意に構成できます。仮想ドライブがレプリケートされるかどうか、仮想ドライブのレプリケーション ターゲッ
ト、レプリケートされる仮想ドライブがどのように構成されているかに関する情報などの設定を構成できます。続行

する前にレプリケーション ターゲットを指定する必要があります。

14 [VR サーバ] ページで、VR サーバの自動割り当てを受け入れるか、特定のサーバを選択します。

15 設定を確認し、[終了] をクリックしてレプリケーションを確立します。
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新しい vSphere レプリケーション サーバへの仮想マシンの移動
vSphere レプリケーション（VR）を確立したら、レプリケートされる仮想マシンを他の VR サーバに移動できます。これ
を行うことで、既存の VR サーバでメンテナンス タスクを実行したり、1 つの VR サーバの仮想マシンの負荷が大きくなっ
た場合に複数のサーバに負荷を分散したりできます。

手順

1 [vSphere レプリケーション] をクリックして、サイトを選択します。

2 [仮想マシン] タブをクリックします。

3 仮想マシンを右クリックし、[移動先] を選択します。

4 [レプリケーション サーバへ移動] ペインから VR サーバを選択し、[次へ] をクリックします。

5 計画した移動に関する情報を確認し、[終了] をクリックして変更を完了します。

保護グループのすべてのメンバーにインベントリ マッピングを適用
vSphere またはアレイベース レプリケーション用の保護グループを作成すると、そのグループ内のすべての仮想マシン
にインベントリ マッピングが適用されます。マッピングを変更し、保護データストアに仮想マシンを追加する場合、また
は仮想マシンがその保護を失ってしまった場合、一歩で未構成のすべての仮想マシンにマッピングを再適用できます。

手順

1 左側のペインで [保護グループ] をクリックし、[仮想マシン] タブをクリックします。

2 [仮想マシン] ページで、[すべて構成] をクリックします。

この手順は、[構成されていない] のステータスを持つすべての仮想マシンに既存のインベントリ マッピングを適用します。

次に進む前に

この処理が完了した後で、構成されなかった仮想マシンは、[マッピングが見つかりません] または [マッピングが無効] の
ステータスになります。それらのマシンの保護は個々に構成する必要があります。
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復旧プランと再保護 7
SRM が保護サイトと復旧サイトで構成されると、どちらのサイトでもサービスに影響を与えず復旧プランを作成およびテ
ストできます。また、復旧プランを実行することによって、計画された移行または災害復旧を実行することもできます。

また、必要な場合は、再保護を実行することによって 2 つのサイトのロールを逆にすることもできます。

テストにより、レプリケーションや保護サイトで実行中のアクティビティが停止することはありません。ローカル仮想マ

シンをサスペンドする復旧プランは、テストでも実際の復旧でも同じように実行されます。この例外を除いて、復旧プラ

ンのテストでは、どちらのサイトのアクティビティも停止しません。

注意   復旧プランをテストする権限に復旧プランを実行する権限は含まれません。また、復旧プランを実行する権限に復
旧プランをテストする権限は含まれません。それぞれの権限は、個別に割り当てる必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n 復旧プランの作成 (P. 65)

n 復旧プランのテスト (P. 66)

n 復旧プランの実行 (P. 68)

n 再保護について (P. 69)

復旧プランの作成

復旧プランを作成して、仮想マシンの復旧方法を確立します。基本的な復旧プランには、復旧サイトで保護グループの仮

想マシンを復旧する方法をデフォルト値を使用して制御するステップが含まれます。ニーズに対応するようにプランをカ

スタマイズできます。復旧プランは保護グループとは異なります。復旧プランは、復旧サイトで 1 つ以上の保護グループ
の仮想マシンをリストアする方法を表しています。

テスト時に復旧された仮想マシンを環境内のほかのマシンから隔離しておきます。重複するマシンがオンラインになり、

本番環境内のほかのマシンと通信すると、エラーが発生する可能性があります。テスト復旧時にリストアされた仮想マシ

ンを隔離しておくには、隔離されたネットワークである [自動] を選択するか、ほかのネットワークに接続されていない手
動で作成したネットワークを選択します。

手順

1 [リカバリ プラン] をクリックし、[作成] をクリックします。

2 [復帰サイト] ページで、復帰サイトを選択できます。

3 [保護グループの選択] ページで、このプランで復旧する保護グループを 1 つ以上選択し、[次へ] をクリックします。

保護グループを選択するためにフォルダを展開する必要があります。

4 復旧プランをテストするときに復旧された仮想マシンの接続先となる復旧サイトのネットワークを選択して、[次へ]
をクリックします。

5 [リカバリ プラン名] テキスト ボックスにプランの名前を入力し、オプションの説明を追加します。
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6 [次へ] をクリックします。

7 概要情報を確認し、[終了] をクリックして復旧プランを作成します。

復旧プランの編集

復旧プランのプロパティ（プランの名前や説明、テスト ネットワーク、および含まれている保護グループなど）を変更で
きます。復旧プランの作成時に指定したプロパティを変更するには、その復旧プランを編集します。復旧プランは、保護

サイトまたは復旧サイトのいずれかから編集できます。

手順

1 [リカバリ プラン] をクリックし、編集する復旧プランを選択します。

2 [Edit] をクリックします。

編集するプランを開いた後は、任意のプロパティを変更できます。

3 復旧サイトを選択します。

4 このプランで復旧する保護グループを 1 つ以上選択し、[次へ] をクリックします。

保護グループを選択するためにフォルダを展開することが必要な場合があります。

5 復旧プランをテストするときに復旧された仮想マシンの接続先となる復旧サイトのネットワークを選択して、[次へ]
をクリックします。

6 [リカバリ プラン名] テキスト ボックスにプランの名前を入力し、オプションの説明を追加します。

7 [次へ] をクリックします。

8 概要情報を確認して [終了] をクリックし、指定した変更を復旧プランに加えます。

復旧プランの削除

不要になった復旧プランは削除できます。復旧プランを削除するとプランの履歴も削除されます。

開始する前に

復旧プランの履歴をエクスポートします。復旧プランを削除するとプランの履歴も削除されます。

手順

1 [リカバリ プラン] をクリックします。

2 削除するプランを右クリックし、次に [リカバリ プランの削除] を選択します。

復旧プランのテスト

復旧プランをテストする場合は、復旧サイトのテスト ネットワークとレプリケートされたデータの一時的なスナップショッ
トを使用します。保護サイトで操作が停止されることはありません。

復旧プランをテストすると、プランの全ステップが実行されます。ただし、保護サイトの仮想マシンをパワーダウンする

こととレプリケートされたデータを復旧サイトのデバイスで自由に扱えるようにすることはできません。プランで、復旧

サイトのローカル仮想マシンをサスペンドする必要がある場合は、テスト中にサスペンドされます。テストでは、どちら

のサイトでも、本番環境に対してこれ以外の変更は実行されません。

手順

1 左側のペインで、[リカバリ プラン] をクリックします。

2 復旧プランをクリックして、[テスト] をクリックします。
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3 [最近の変更を復旧サイトに複製する] を有効にするかどうか決めます。

このオプションを有効にすると、復旧サイトで保護仮想マシンの最新コピーを得ることができますが、同期に余分な

時間がかかります。

4 [次へ] をクリックします。

5 確認ウィンドウを見直し、[終了] をクリックします。

ウィザードが終了し、復旧プランのテストが開始されます。

6 テストの進行状況を監視したり、メッセージに応答したりするには、[復旧ステップ] タブをクリックします。

[復旧ステップ] タブには、個々のステップの進行状況が表示されます。[最近のタスク] 領域には、プラン全体の進行
状況が表示されます。

注意   SRM は、1 つの例外がありますが規定された順番で、復旧ステップを開始します。これは、[ストレージの準
備]ステップがすべての保護グループに対して終了するのを待たず、次のステップに進みます。

7 復旧計画テストが完了したら、[クリーンアップ] をクリックします。

クリーンアップを実行すると、保護された仮想マシンは初期状態に戻り、復旧計画は準備完了の状態にリセットされ

ます。

8 (オプション) クリーンアップにエラーが生じた場合は、[強制クリーンアップ] オプションを選択した状態で再度、ク
リーンアップを実行します。

[強制クリーンアップ] オプションにより、発生する可能性のあるエラーはすべてクリーンアップされ、無視されま
す。必要な場合は、クリーンアップに成功するまで、[強制クリーンアップ] オプションを選択した状態で複数回、ク
リーンアップを実行してください。

テストまたは復旧のキャンセル

復旧プランのテストや復旧はいつでもキャンセルできます。

テストまたは復旧をキャンセルした場合、新しいステップは開始されず、進行中のステップは次のルールに従い停止され

ます。

n パワーオンやハートビートの待機など、停止できないステップは、完了するまで実行してから、キャンセルを完了し

ます。

n ストレージ デバイスを追加または削除するステップは、キャンセルした場合はクリーンアップ操作によって元に戻
されます。

テストまたは復旧をキャンセルするのに必要な時間は、現在進行中のステップのタイプおよび数によって異なります。

手順

u テストまたは復旧をキャンセルするには、復旧プラン ツールバーの [キャンセル] ボタンをクリックします。
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復旧プランの実行

復旧プランを実行するときに、復旧プランのすべての仮想マシンが復旧サイトに移行されます。保護サイトの対応する仮

想マシンはシャットダウンされます。

計画済みの移行を実行する場合、SRM はすべての仮想マシンをレプリケートして、保護マシンを正常にシャットダウンし
ようとします。計画済みの移行中にエラーが発生した場合、プランは一時停止されるので、ユーザーはエラーを解決でき

ます。仮想マシンのレプリケーションとシャットダウン、およびエラーを解決する機会の提供は、仮想マシンを再保護す

ることを可能にします。災害復旧を実行する場合、SRM はすべての仮想マシンをシャットダウンしようとします。シャッ
トダウンできない場合、復旧サイトのコピーが引き続き開始され、自動的な再保護は不可能になります。

注意   復旧プランを実行すると、保護サイトと復旧サイトの構成に大幅な変更が加えられ、レプリケーションが停止しま
す。テストされていない復旧プランを実行しないでください。アレイベースのレプリケーションの場合、復旧された仮想

マシンとサービスは一定期間、復旧サイトでサポートされる必要があります。これらの変更を取り消すと大幅に時間と労

力がかかる可能性があり、サービスのダウンタイムが長引く可能性があります。

強制フェイルオーバーは、保護サイトのストレージ アレイで障害が発生した結果、保護サイトの仮想マシンが管理不能に
なり、シャットダウン、パワーオフ、登録解除が行えなくなったときに使用します。こうした状態になると、長期間に渡っ

てシステムの状態が変更不能になりますこの状況を解決するには、フェイルオーバーを強制できます。強制フェイルオー

バーを実行しても、保護サイトの仮想マシンのシャットダウン処理は完了しません。このため、スプリット ブレイン問題
が発生しますが、復旧は迅速に完了させることができます。

強制フェイルオーバーの実行は、保護アレイとリカバリ ストレージ アレイ間のミラーリングに影響を与える場合があり
ます。強制フェイルオーバーの実行後、レプリケーション操作をさらに進めていく前に、アレイとリカバリ ストレージ ア
レイ間のミラーリングが正しく設定されたかを確認する必要があります。ミラーリングが正しく設定されていない場合は、

ストレージ アレイ ソフトウェアを使用してミラーリングを修正する必要があります。

アレイ ベースのレプリケーションでの強制フェイルオーバーのみ使用できます。強制フェイルオーバーは、 vSphere レ
プリケーションに対してサポートされていません。

強制フェイルオーバーが有効にされている場合、フェイルオーバーのシーケンスが開始する前に、保護サイトでの大きな

変更は、リカバリ サイトにレプリケートされません。ストレージ アレイの目標復旧時点 (RPO) の期間に従って、変更の
レプリケーションが行われます。新規の仮想マシンやテンプレートが、保護サイトに追加され、フェイルオーバーが、ス

トレージ RPO の期間が満了する前に開始された場合、新しい仮想マシンまたはテンプレートは、レプリケートされたデー
タストアに表示されず、消失してしまいます。 新しい仮想マシンまたはテンプレートの消失を避けるために、RPO 期間
が終了するまで待機してから、強制フェイルオーバーで復旧プランを実行します。

強制フェイルオーバーが終了しストレージ アレイのミラーリングを確認した後、強制フェイルオーバーが必要な問題を解
決できます。根本的な問題を解決したら、復旧プランの計画移行を再度実行します。復旧プランが正常に完了するまで、

何か問題が発生したら解決して、プランを再実行するという手順を繰り返します。復旧プランを再実行しても、復旧サイ

トの復旧済み仮想マシンには影響ありません。

注意   強制フェイルオーバーは、SRM 5.0.1 以降でのみ利用可能です。

開始する前に

強制フェイルオーバーを使用するには、最初にこの機能を有効にしなければなりません。強制フェイルオーバーを有効に

するには、「復旧サイト設定の変更 (P. 86)」 に説明されている recovery.forcedFailover 設定を有効にします。

手順

1 左側のペインで [復旧プラン] をクリックし、実行する復旧プランをクリックします。

2 コマンド領域で、[リカバリ] をクリックします。

3 確認プロンプトで情報を見直し、[この処理によって、保護データセンターとリカバリ データセンターの両方の仮想
マシンとインフラストラクチャが永久的に変更されることを理解しています] を選択します。
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4 (オプション) 強制フェイルオーバーを有効にした場合は、[強制フェイルオーバー - 復旧サイトの操作のみ] チェック
ボックスを選択できます。

5 [次へ] をクリックします。

6 [スタート] をクリックすると、復旧プランが実行されます。

7 [リカバリ ステップ] タブをクリックします。

[復旧ステップ] タブには、個々のステップの進行状況が表示されます。[最近のタスク] 領域には、プラン全体の進行
状況が表示されます。

次に進む前に

アレイベース レプリケーションを使用する仮想マシンを再保護することができます。復旧プランが実行され、復旧プラン
の仮想マシンが復旧サイトで動作するようになると、再保護を行うことができます。これにより、仮想マシンの保護が逆

方向に確立されます。仮想マシンとそのサービスは、復旧サイトでアクセスできるようになります。

再保護について

リカバリ後に、リカバリ サイトは新しい本番サイトになり、保護されなくなります。新しい本番サイトで災害が発生する
と、フェイルオーバーするサイトがほかにありません。ベスト プラクティスとして、リカバリの直後に新しい本番サイト
を別のサイトに保護することをお勧めします。元の本番サイトがまだ稼働している場合、元の本番サイトを新しいリカバ

リ サイトとして使用することで、新しい本番サイトを保護できます。その際に効果的に保護の方向を反転させます。すべ
ての保護グループとリカバリ プランを再作成して、逆方向で保護を再確立することは、時間がかかり、エラーが生じる傾
向にあります。SRM は、再保護を自動的に達成するための方法を提供します。

再保護は、破壊的な障害でない場合にのみ使用できます。つまり、元の vCenter Server、ESX Server、SRM Server、お
よび対応するデータベースが最終的にリカバリできる必要があります。

再保護を行うには、次の手順が実行されている必要があります。

1 計画移行を実行し、リカバリ プランのすべてのステップが正常に完了していることを確認します。リカバリ中にエ
ラーが起こった場合、エラーの原因となった問題を解決して、リカバリを再実行する必要があります。リカバリを再

実行する際、それまでに成功していた操作は省略されます。たとえば、正常にリカバリされた仮想マシンは、再びリ

カバリされることはなく、中断なしで処理が続行されます。

2 元の保護サイトが使用できる必要があります。vCenter Server インスタンス、ESXi Server、SRM Server インスタ
ンス、および対応するデータベースがすべてリカバリできる必要があります。

3 ディザスタ リカバリ操作を実行した場合、両方のサイトが再び実行されたら計画移行を実行する必要があります。
計画移行中にエラーが発生した場合、エラーを解決して成功するまで計画移行を再実行する必要があります。

注意   再保護はアレイベースのレプリケーションでのみサポートされます。vSphere レプリケーション（VR）再保護はサ
ポートされていません。復旧プランが VR グループを含む場合、再保護操作を実行する前に、これらのグループを削除し
てください。

次のような状況が発生した場合、再保護を使用することはできません。

n エラーがない状態でリカバリ プランを完了できない。再保護を行うには、リカバリ プランのすべてのステップが正
常に完了している必要があります。

n リカバリ プランに VR グループが含まれている。

n 元のサイトを復元できない。たとえば、物理的な大災害により元のサイトが完全に使用できなくなっている場合な

ど。保護サイトとリカバリ サイトのペアを解除して、ペアリングを再作成するには、両方のサイトが使用可能であ
る必要があります。元の保護サイトを復元できない場合、保護サイトとリカバリ サイトの両方で SRM を再インス
トールする必要があります。
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MSCS およびフォールト トレラント仮想マシンの再保護
Microsoft Cluster Server (MSCS) とフォールト トレラント仮想マシンで再保護を使用する場合、仮想マシンが実行され
ているホスト マシンが特定の基準を満たしている必要があります。

n フォールト トレラント仮想マシンおよびそのシャドウを 2 つの別々の ESXi Server で実行する必要があります。

n MSCS仮想マシンのクラスタを、次の構成で実行することができます。

n クラスタのすべての仮想マシンを単一の ESXi Server で実行する。

n MSCS クラスタが複数の ESXi Server にまたがっている場合は、ESXi Server ごとに 1 つの MSCS 仮想マシン
のみを実行できます。その際、クラスタ内の ESXi Server の数は最大 2 つです。

VMware High Availability (HA) と Distributed Resource Scheduler (DRS) を有効にしていない場合、これらの制限に
より、MSCS およびフォールト トレラント仮想マシンを再保護することはできません。再保護の間に、MSCS および
フォールト トレラント仮想マシンをそのプライマリ サイトとセカンダリ サイトに移動する際は、HA と DRS を有効にし
て、アフィニティとアンチアフィニティ ルールを必要に応じて設定します。

再保護プロセス

再保護を実行するプロセスには、2 つのタスク セットがあります。

n 新しい保護サイトおよび復旧サイトの構成を使用して保護グループの方向を反転させます。

n 新しい保護サイト（元の復旧サイト）から新しい復旧サイト（元の保護サイト）へのストレージの同期を強制的に実

行します。

保護グループの方向反転

ユーザーが再保護プロセスを開始すると、SRM は基になるアレイにレプリケーションの方向を反転するように指示しま
す。レプリケーションが反転されると、SRM は新しい復旧サイト（元の保護サイト）にプレースホルダ仮想マシンを作成
します。

SRM は、プレースホルダ仮想マシンの作成時に元の本番仮想マシンの場所を使用して、プレースホルダ仮想マシンを作成
する場所を決定します。プレースホルダ仮想マシンは、インベントリ マッピングの一部としてプレースホルダの場所とし
て定義される場所で作成されます。元の本番仮想マシンが使用できなくなっている場合（ユーザーによって削除された場

合など）、SRM は逆のインベントリ マッピング（元の復旧サイトから元の本番サイト）を使用して、プレースホルダ仮想
マシンのリソース プールおよびフォルダを決定します。このため、再保護を実行する前にこのような逆のインベントリ
マッピングを構成しておく必要があります。構成していないと再保護が失敗することがあります。

プレースホルダ仮想マシンのファイルは、元の本番サイト仮想マシンが保持されるデータストアではなく、元の本番サイ

トに定義されたプレースホルダ データストアに配置されます。

データの同期の強制実行

新しい保護サイトから新しい復旧サイトへのデータの同期を強制的に実行すると、保護サイトで実行されている本番仮想

マシンの現在のコピーを復旧サイトで得られます。同期の強制実行を行うことで、再保護が完了した直後に復旧を実行で

きるように確保できます。

vSphere レプリケーションの手動再保護

再保護は、vSphere レプリケーションに対して手動で設定する必要があります。フェイルオーバー後は、既存のレプリ
ケーションは停止します。既存のレプリケーションの構成を解除し、逆方向に再構成する必要があります。物理的に運搬

するコピーとして元の本番仮想マシンを使用すると効率が上がることがあります。このような場合、ディスク名が異なる

ため、各ディスクのターゲットを個別に選択する必要があります。最後に、保護グループと復旧プランを逆方向に構成す

ることによって、手動で再保護を確立します。
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再保護の状態の参照

再保護プロセスの進行状況に対応するいくつかの状態があります。これは、vSphere Client の vSphere Client SRM プ
ラグインの復旧プランで確認できます。

表 7‑1.  再保護の状態

状態 説明

再保護が進行中 SRM は、再保護のプロセスを実行しています。再保護が失敗する
と、[再保護中断] の状態になります。

部分的な再保護 複数の復旧プランで同じ保護グループを共有しており、一部のプラ

ンで一部のグループはすでに再保護されているが、別のグループは

再保護されていない場合にこの状態になります。この状態になった

ら、部分的に再保護されているプランで再保護を実行し、再保護さ

れていなかったすべてのグループを再保護します。

不完全な再保護 再保護中に障害があるために、発生します。たとえば、ストレージ

の同期に失敗した場合や、プレースホルダ仮想マシンの作成に失敗

した場合にこの状態になります。

n 再保護操作でストレージの同期に失敗した場合、サイトが接続

されていることを確認します。次に、vSphere Client SRM プ
ラグインで再保護ステップの進行状況を確認し、再保護タスク

を再度開始します。

n プレースホルダ仮想マシンが作成されていない場合でも復旧は

できますが、vSphere Client SRM プラグインで再保護ステッ
プの進行状況を確認して未解決の問題を解決し、再保護タスク

を再度開始できます。

再保護中断 再保護時にいずれかの SRM サーバがクラッシュした場合、この状
態になります。両方の SRM サーバが実行されていることを確認し、
再保護タスクを再度開始します。
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Site Recovery Manager のカスタマイズ 8
デフォルトの構成では、SRM によって多数の簡単な復旧シナリオが可能です。上級ユーザーは、SRM をカスタマイズし
て、より広範囲のサイト復旧要件をサポートできます。

SRM のデフォルトの保護機能と復旧機能は、簡単な構成や復旧の目標を持つサイトに適したものです。より複雑な要件
（多数の仮想マシン、さまざまなゲスト OS、アプリケーション固有のネットワーク要件など）があるサイトでは、通常、
設定を変更する必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n 復旧プランのカスタマイズ (P. 73)

n 仮想マシンまたはテンプレートの保護の構成 (P. 84)

n 仮想マシンのリソース マッピングの構成 (P. 85)

n SRM アラームの構成 (P. 85)

n 詳細設定の使用 (P. 86)

復旧プランのカスタマイズ

復旧プランをカスタマイズすることにより、コマンドを実行し、応答が必要なメッセージを表示し、保護仮想マシンの復

旧優先順位を変更することができます。

簡単な復旧プラン（復旧された仮想マシンの接続先となるテスト ネットワークとテストに要する所定の応答時間のみを指
定するプラン）でも SRM 構成を効果的にテストできます。しかし、本番環境での使用を意図した復旧プランのほとんど
は、特定のニーズに合うようにカスタマイズする必要があります。たとえば、保護サイトでの緊急時の復旧プランとサイ

ト間の計画済みサービスの移行は、異なるものになる可能性があります。

注意   復旧プランは、常に、復旧の対象となる保護グループの現在の状態を反映します。保護グループのメンバーに問題
が発生している場合（たとえば、ステータスが OK 以外になっている場合）は、復旧プランに変更を加える前に、その問
題を修正する必要があります。

復旧プランのステップ

復旧プランは、所定の一連のステップを必ず特定の順序で実行します。それらのステップの順序または目的を変更するこ

とはできませんが、メッセージの表示やコマンドの実行を行う独自のステップを挿入できます。

復旧プランのステップにはいくつかの動作があります。

n ステップの中にはすべての復旧中に実行されるものがあります。

n ステップの中にはテスト復旧中のみに実行されるものがあります。

n ステップの中にはテスト復旧中に常にスキップされるものがあります。
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復旧プランをカスタマイズする場合は、それらのステップ、ステップの順序、ステップを実行する状況を理解しているこ

とが重要です。

注意   復旧プランを実行する場合、復旧プランは保護サイトの仮想マシンをパワーオフすることで開始します。マシンは
優先順位の低い順にパワーオフされます（高優先順位のマシンは最後にパワーオフされます）。このステップは、復旧プラ

ンのテスト時には省略されます。

復旧順序

復旧プランが実行されると、仮想マシンのグループが優先順位に従って起動されます。ある優先順位のグループの復旧を

開始するには、そのグループよりも 1 つ上の優先順位に位置するグループのすべてのマシンの復旧が（成功か失敗で）完
了している必要があります。依存関係がある限り、復旧エンジンは vCenter でサポートされている数の仮想マシンを同時
にパワーオンしようとします。

復旧プランのタイムアウトと一時停止

復旧プランのステップの実行時に発生するタイムアウトには、いくつかの種類があります。これらのタイムアウトによっ

て、ステップを完了するための時間として与えられた指定間隔でプランが一時停止します。

注意   メッセージ ステップは、メッセージが確認されるまでプランを一時停止します。メッセージ ステップを復旧プラン
に追加する前に、そのステップが本当に必要かどうかを確認します。メッセージ ステップを含む復旧プランをテストまた
は実行する前に、特定のユーザーがプランの進行状況を監視し、必要に応じてメッセージに応答できるようになっている

ことを確認します。

テスト時に実行されないステップ

復旧プランを実行する場合、復旧プランは保護サイトの保護仮想マシンをシャットダウンすることで開始します。マシン

は優先順位の低い順にシャットダウンされます（高優先順位のマシンは最後にシャットダウンされます）。このステップ

は、復旧プランのテスト時には省略されます。

テスト時にのみ実行されるクリーンアップ ステップ

クリーンアップ ステップは、復旧プランのテスト後に実行されます。これらのステップは、テスト完了後に表示されるプ
ロンプトに応答すると実行を開始します。

1 復旧した各仮想マシンをパワーオフします。

2 ID と構成情報を保持したまま、復旧した仮想マシンをプレースホルダに置き換えます。

3 テスト中に復旧した仮想マシンによって使用されていた、レプリケートされたストレージのスナップショットをク

リーンアップします。

コマンド ステップを記述するためのガイドライン

復旧プランに追加するコマンド ステップを作成する場合は、コマンド ステップの実行環境を必ず考慮してください。コ
マンド ステップにエラーが含まれていると復旧プランの整合性に影響を及ぼすため、プランに追加する前に復旧サイトの
SRM サーバ ホストでコマンドをテストする必要があります。

復旧プランに追加するすべてのバッチ ファイルまたはコマンドは、次の要件を満たす必要があります。

n ローカル ホストでフル パスを使用して Windows コマンド シェルを起動する必要があります。たとえば、
c:\alarmscript.bat に配置されているスクリプトを実行するには、次のコマンド ラインを使用します。

c:\windows\system32\cmd.exe /c c:\alarmscript.bat

n バッチ ファイルとコマンドは、復旧サイトの SRM サーバ ホストでローカルにインストールされている必要があり
ます。

n バッチ ファイルとコマンドは、300 秒以内に完了する必要があります。そうしないと、エラーが発生して復旧プラ
ンが終了します。この制限を変更するには、「復旧サイト設定の変更 (P. 86)」を参照してください。
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n 出力に 127 よりも大きい ASCII 値を持つ文字が含まれているバッチ ファイルまたはコマンドでは、UTF-8 エンコー
ドを使用する必要があります。スクリプト出力の最後の 4KB のみがログ ファイルと復旧履歴に取得されます。多く
の出力を生成するスクリプトでは、ログされるように標準出力に送信するのではなく、出力をファイルにリダイレク

トすることができます。

コマンド ステップの実行環境

コマンド ステップは、復旧サイトの SRM サーバ ホストで LocalSystem アカウントの ID を使用して実行されます。コ
マンド ステップの実行時に、多数の環境変数が使用できます。表 8‑1 に、すべてのコマンド ステップで使用可能な環境
変数を示します。

表 8‑1.  すべてのコマンド ステップで使用可能な環境変数

名 値 例

<VMware_RecoveryName> 実行中の復旧プランの名前。 プラン A

VMware_RecoveryMode 復旧モード。 テストまたは復旧

VMware_VC_Host 復旧サイトの vCenter ホストのホスト名。 vc_hostname.example.com

VMware_VC_Port vCenter ホストに接続するために使用され
るネットワーク ポート。

443

復旧された仮想マシンでコマンド ステップが実行されている場合、表 8‑2 に示す環境変数も設定されます。

表 8‑2.  復旧された仮想マシンで実行されているコマンド ステップで使用可能な環境変数

名 値 例

VMware_VM_Uuid この仮想マシンを一意に識別するために vCenter
により使用される UUID。

4212145a-eeae-a02c-e525-ebba70b0d4f3

VMware_VM_Name この仮想マシンの名前。保護サイトで設定されます。 新規仮想マシン

VMware_VM_Ref 仮想マシンの管理対象オブジェクト ID。 vm-1199

VMware_VM_GuestName VIM API により定義されたゲスト OS の名前。 otherGuest

VMware_VM_GuestIp 仮想マシンの IP アドレス（判明している場合）。 192.168.0.103

Vmware_VM_Path 仮想マシンの VMDK ファイルへのパス。 [datastore-123] jquser-vm2/jquser-
vm2.vmdk

復旧プランのステップのカスタマイズ

復旧プランのさまざまなステップをカスタマイズして、デフォルトの復旧プランで提供されている基本機能を拡張できます。

復旧プランのステップをカスタマイズするには、復旧プランの [復旧ステップ] ページを開きます。

手順

1 [リカバリ プラン] をクリックし、カスタマイズするプランをクリックします。

2 [リカバリ ステップ] タブをクリックします。

3 変更するステップを右クリックして、メニューからオプションを選択します。

プラン全体を参照用の HTML ドキュメントとしてエクスポートするには、任意のステップを右クリックして、[エク
スポート] をクリックします。プランのプロパティを編集するには、任意のステップを右クリックして、[リカバリ プ
ランの編集] をクリックします。

第 8 章 Site Recovery Manager のカスタマイズ

VMware, Inc.  75



仮想マシンの復旧優先順位の指定

デフォルトでは、新規復旧プラン内のすべての仮想マシンはレベル 3 優先順位のグループのメンバーです。このグループ
のメンバーは保護データストアに作成された順番で復旧されます。別の優先順位グループまたはあるグループ内の別の優

先順位に仮想マシンを移動できます。

手順

1 「復旧プランのステップのカスタマイズ (P. 75)」の説明に従って、プランの [復旧ステップ] ページを開きます。

2 優先順位中のグループの仮想マシンを表示するには、[優先順位中の仮想マシンの復旧] ステップを展開します。

復旧の優先順位を変更していない限り、プランのすべての仮想マシンは [優先順位中の仮想マシンの復旧] ステップに
含まれています。

3 仮想マシンの復旧優先順位を上げるには、仮想マシンを右クリックして、[上へ] をクリックします。

仮想マシンは、現在のグループ内のより高い優先順位、またはより高い優先順位グループに移動できます。

4 仮想マシンの復旧優先順位を下げるには、仮想マシンを右クリックして、[下へ] をクリックします。

仮想マシンは、現在のグループ内のより低い優先順位、またはより低い優先順位グループに移動できます。

次に進む前に

[保護サイトで仮想マシンをシャットダウンする] ステップで仮想マシンのリストを確認します。仮想マシンの復旧優先順
位の変更は、保護サイトでパワーオフされる場合の優先順位には影響しません。仮想マシンのパワーオフの優先順位を変

更する場合は、[シャットダウン] ステップのいずれかで仮想マシンの優先順位を明示的に上げるか下げる必要があります。

注意   [シャットダウン] ステップは優先順位の低い順に実行されます。優先順位高の仮想マシンは最後にパワーオフされ
ます。

カスタム復旧ステップ

カスタム復旧ステップでは、コマンドを実行したり、メッセージを表示したりできます。カスタム復旧ステップは復旧プ

ロセス中に実行され、SRM サーバ マシンまたは復旧する仮想マシンのいずれかで実行できます。

カスタム復旧ステップのカテゴリは何種類かあります。

n コマンド復旧ステップ。これらのカスタム復旧ステップでは、各プロセスで実行されるコマンドを実行します。コマ

ンドのカスタムの復旧手順には、つぎの 2 種類があります。

n トップレベルのコマンド。SRM サーバで実行されるもの。たとえば、これらのコマンドを使用して、物理デバ
イスをパワーオンしたり、ネットワーク トラフィックをリダイレクトしたりできます。

n 仮想マシンごとのコマンド。復旧プロセス中に新しく復旧された仮想マシンに関連付けられます。これらのコマ

ンドを使用して、仮想マシンをオンにした後で構成タスクを完了します。電源オンの前または後にこのコマンド

を実行できます。仮想マシンが復旧された後（電源オンの後という意味）に実行するように構成されたコマンド

は、SRM サーバ マシンで実行するか、新しく復旧された仮想マシン内で実行できます。

n メッセージ プロンプト。SRM ユーザー インターフェイスでメッセージを表示します。このメッセージを使用して、
復旧ワークフローを一時停止して、復旧プランを実行するユーザーに情報を提示できます。たとえば、ユーザーにい

くつかの復旧プロセスを手動で実行するように指示したり、ステップを確認するように指示したりできます。プロン

プトに対して直接ユーザーが実行できる唯一のアクションは、[OK] をクリックして、メッセージを無視し、復旧を
続行させることだけです。

復旧プランの再保護中は、すべてのカスタム復旧ステップが復旧プランに保持されます。ただし、再保護後に復旧プラン

の復旧またはテストが完了したら、これらのカスタム復旧ステップは新しい復旧サイト（元の保護サイト）で実行されま

す。通常、プロンプト カスタム復旧ステップは変更せずに直接使用できます。ただし、コマンド カスタム復旧ステップ
のコマンドにネットワーク構成などのサイト固有の情報が含まれている場合、再保護後にこれらのステップの変更が必要

になる場合もあります。
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復旧ステップの結果

SRM は、すべてのカスタム復旧ステップを実行しようとしますが、一部のステップを実行できない場合があります。復旧
ステップを実行するために行うエラーへの対応は、復旧ステップのタイプによって異なります。

n コマンド カスタム復旧ステップ。デフォルトで、SRM はこれらのコマンドが完了することを 5 分間待ちます。各コ
マンドのタイムアウトをカスタマイズできます。コマンドが完了すると、復旧プランの次の復旧ステップが実行され

ます。しかし、カスタムコマンドの障害は、復旧プランのフローに対して 2 種類の動作があります。

n トップレベルのコマンド。復旧ステップが失敗した場合、エラーがログに記録されて復旧プランに警告が表示さ

れますが、後続のカスタム復旧ステップの実行は続行されます。

n 仮想マシンごとのコマンド。仮想マシンごとの復旧ステップは、仮想マシンのパワーオンの前または後でセット

で実行されます。コマンドが失敗すると、セット内の残りの仮想マシンごとのカスタム復旧ステップは実行され

ません。たとえば、パワーオン前のコマンドとパワーオン後のコマンドがそれぞれ 5 つあり、パワーオン前の
セットの 3 番目のコマンドが失敗した場合、残りの 2 つのパワーオン前のコマンドはスキップされ、SRM は仮
想マシンをパワーオンせず、またはパワーオン後のコマンドを実行しません。

n プロンプト カスタム復旧ステップ。プロンプト カスタム復旧ステップは失敗しません。ただし、ユーザーがプロン
プトを閉じるまで復旧プランの実行が一時停止します。

トップ レベルのコマンドとプロンプトの構成

復旧プランのどこででもトップレベルのコマンドとプロンプトを追加できます。

手順

1 左側のペインの [リカバリ プラン] をクリックし、復旧プランを選択してください。

2 [リカバリ ステップ] タブをクリックします。

3 いずれかのステップを選択し、[ステップの追加] アイコン、[ステップの編集] アイコン、または [ステップの削除] ア
イコンをクリックします。

復旧ステップでクリックした場所に応じて、一部のアイコンはグレイ表示されている場合があります。

4 [追加] または [編集] をクリックした場合、ステップを構成します。

a 実行するステップのタイプを選択します。SRM サーバのステップまたはプロンプトから選択します。

b [名前] フィールドに、ステップの名前を入力してください。

c [内容] フィールドに実行するコマンドを入力します。

d プロンプトに示されていないステップについては、[タイムアウト] 情報を変更できます。

5 新しいステップの場合、ステップを配置する場所（選択したステップの前または後）を選択します。

仮想マシンごとのコマンドとプロンプトの構成

仮想マシンのパワーオン前とパワーオン後でカスタム復旧ステップを構成できます。これらのステップは、カスタマイズ

情報と同様に保護仮想マシンに関連付けられています。同じ仮想マシンがプラン間で共有されている場合、そのコマンド

とプロンプトは同じになります。

手順

1 左側のペインの [リカバリ プラン] をクリックし、復旧プランを選択してください。

2 [仮想マシン] タブをクリックします。

3 仮想マシンを選択し、[構成] をクリックします。

4 左側のペインで [パワーオン前の手順] か [パワーオン後の手順] を選択し、[追加]、[編集]、または [削除] をクリック
します。
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5 [追加] または [編集] をクリックした場合、ステップを構成します。

a 完了するステップのタイプを選択します。SRM サーバのステップ、仮想マシンのステップ、またはプロンプト
です。

SRM サーバでパワーオン前の手順を実行してください。

b [名前] フィールドに、ステップの名前を入力してください。

c [内容] フィールドに実行するコマンドを入力します。

d (オプション) プロンプト以外の手順の場合は、[タイムアウト] 情報を修正します。

個々の仮想マシンの復旧のカスタマイズ

所定のカスタマイズ仕様を使用したり、復旧時にメッセージやコマンド ステップを実行したりするように、復旧プランに
ある仮想マシンを構成できます。

手順

1 左側のペインで [リカバリ プラン] をクリックし、カスタマイズするプランをクリックします。

2 [リカバリ ステップ] タブをクリックします。

3 [仮想マシン] タブをクリックします。

4 リストにある仮想マシンを右クリックして、[構成] をクリックします。

5 [IP 設定] をクリックします。

適用する仕様の説明を入力することもできます。選択した仕様の IP プロパティのみが適用されます。復旧プランの
仮想マシンをカスタマイズするために dr-ip-customizer.exe コマンドを使用している場合は、ここでカスタマ
イズを指定する必要はありません。

6 適切なエントリを選択して、マシンのパワーオン前に実行するメッセージやコマンド ステップを追加します。

7 適切なエントリを選択して、マシンのパワーオン後に実行するメッセージやコマンド ステップを追加します。

仮想マシンの復旧ステップに追加されるメッセージやコマンド ステップは、復旧プランに追加されるメッセージや
コマンド ステップと同様に機能します。「コマンド ステップを記述するためのガイドライン (P. 74)」を参照してく
ださい。

指定したカスタマイズは、保護仮想マシンに関連付けられます。そのため、この仮想マシンに適用されるすべての復旧プ

ランで設定が共有されます。

注意   仮想マシンの保護を削除すると、復旧のカスタマイズはすべて失われます。

個々の仮想マシンの IP プロパティのカスタマイズ
個々の仮想マシンの IP 設定は、保護サイトと復旧サイトの両方でカスタマイズできます。復旧サイトの IP 設定は、保護
サイトから復旧サイトへの復旧またはテスト時に使用されます。保護サイトの IP 設定は、再保護後に元の復旧サイトから
元の保護サイトに復旧するとき、またはそのテストを行うときに使用されます。カスタマイズ設定は、保護仮想マシンに

関連付けられます。そのため、同じ保護仮想マシンが複数の復旧プランに含まれている場合、すべての復旧プランで 1 つ
のカスタマイズ設定のコピーが使用されます。

SRM 5.0 の IP のカスタマイズでは、以下がサポートされています。

n IPv4 および IPv6 アドレスの指定。

n サイトごとに異なる IP のカスタマイズ。

n DHCP、固定 IPv4、または固定 IPv6 アドレスの指定。

n Windows 仮想マシンと Linux 仮想マシンのアドレスのカスタマイズ。
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n 仮想マシンごとに複数の NIC のカスタマイズ。

IP のカスタマイズを複数の仮想マシンに適用することもできます。

SRM には、vSwitch が DVS ベースになる機能（複数のホストに対応する機能）が含まれています。隔離されたテスト
ネットワーク内にある複数の復旧サイトのホストで仮想マシンを復旧する復旧プランを作成できます。[自動] として構成
されたデフォルトのテスト ネットワークを受け入れる場合、複数のホストで復旧される仮想マシンは各自のテスト バブ
ル ネットワークに配置されます。各テスト バブル スイッチはホスト間で隔離されています。この結果、同じ復旧プラン
の仮想マシンは復旧の完了時に隔離されます。仮想マシンで通信できるようにするには、DVS スイッチまたは VLAN を
確立および選択します。本番ネットワークに接続することなく、すべてのホストを互いに接続する隔離された VLAN を確
立することにより、より現実に近い形で復旧をテストすることができます。復旧ホスト間の接続を確立し、本番ネットワー

クからは隔離された状態にするには、次の推奨事項に従ってください。

n プライベートな隔離された VLAN に接続される DVS スイッチを作成します。このような VLAN はホストと仮想マシ
ンを接続できるようにしますが、本番仮想マシンから隔離します。DVS がテスト用であることを明示的に指定する
命名規則を使用し、復旧プランのテスト ネットワークの列でこの DVS を選択します。

n 保護サイトに戻るルートのないテスト VLAN を物理ネットワークに作成する。テスト VLAN を復旧サイトの vSphere
クラスタにトランキングしてテスト VLAN ID の仮想スイッチを作成します。ここでも、これらのスイッチをテスト
用として識別するための明確な命名規則を使用します。復旧プラン エディタのテスト復旧ネットワークの列からこ
れらのスイッチを選択します。

IP のカスタマイズは、仮想マシンの復旧プロパティを構成するプロセスの一部として構成されます。NIC がカスタマイズ
されない場合、その他のサイトから同じ IP 設定を使用します。

手順

1 [リカバリ プラン] をクリックし、カスタマイズするプランをクリックします。

2 [仮想マシン] タブで、[仮想マシンの構成]をクリックします。

3 IP 設定を変更する NIC を選択します。

4 設定をカスタマイズするには、[リカバリ中に IP 設定をカスタマイズ] オプションが有効にします。

5 構成する IP 設定のセットに応じて、[保護の構成] または [リカバリの構成] をクリックします。

6 設定を構成するために、[全般] タブをクリックします。

a 使用するアドレス タイプを選択します。

使用可能なオプションには、DHCP、固定 IPv4、または固定 IPv6 が含まれます。

b 固定アドレスの場合、IP アドレス、サブネット情報、およびゲートウェイ サーバのアドレスを入力します。

または、仮想マシンがパワーオンされていて、VMware Tools がインストールされている場合、[アップデート]
をクリックして、仮想マシンに構成されている現在の設定をインポートできます。

7 DNS を構成するために、[DNS] タブをクリックします。

a DNS サーバの検出方法を選択します。

DHCP を使用して DNS サーバを検出するか、プライマリ DNS サーバおよび代替 DNS サーバを指定できます。

b DNS サフィックスを入力して [追加] をクリックするか、既存の DNS サフィックスを選択して [削除]、[上へ移
動]、または [下へ移動] をクリックします。

8 [WINS] タブをクリックして、プライマリ WINS アドレスとセカンダリ WINS アドレスを入力します。

[WINS] タブは、Windows 仮想マシンの DHCP または IPv4 アドレスを構成する場合にのみ使用できます。

9 手順 5 から 手順 8 を繰り返し、必要に応じて復旧設定または保護設定を構成します。

たとえば、保護サイトの IP 設定を構成したら、復旧サイトの設定を構成できます。

10 ほかの NIC の構成プロセスを必要に応じて繰り返します。これを行うには、手順 3 の手順に従って別の NIC を選択
することから開始します。
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保護グループの IP アドレス マッピングのレポート
IP アドレス マップ レポータは、サイトと復旧プランでグループ分けされた、保護仮想マシンとそのプレースホルダの IP
プロパティを説明する XML ドキュメントを生成します。この情報は、復旧プランのネットワーク要件の理解に役立ちます。

IP アドレス マップ レポータは両方のサイトに接続する必要があるため、ユーザーはいずれかのサイトでコマンドを実行
できます。コマンドの実行時に各サイトの vCenter ログイン認証情報を入力するためのプロンプトが表示されます。

手順

1 保護サイトまたは復旧サイトの SRM サーバ ホストでコマンド シェルを開きます。

2 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin ディレクトリに変更します。

3 次の例のように、dr-ip-reporter.exe コマンドを実行します。

dr-ip-reporter.exe -cfg ..\config\vmware-dr.xml -out c:\tmp\report.xml

ネットワークのリストを特定の復旧プランで必要なネットワークのみに制限する場合は、-plan オプションをコマ
ンド ラインに含めます。次の例を参照してください。

dr-ip-reporter.exe -cfg ..\config\vmware-dr.xml -out c:\tmp\report.xml -plan Plan-B

注意   このコマンドを実行すると、通常、各サイトの証明書に提示される指紋を確認するように求められます。確認
要求を行わないようにするには、-I オプションを含めます。

複数の仮想マシンの IP プロパティのカスタマイズについて
復旧サイトの多くの仮想マシンンに IP 設定を手動で構成することは、時間がかかり、構成中にエラーが発生する場合があ
ります。構成プロセスを促進するために、SRM は dr-ip-customizer.exe を提供します。このツールは、SRM のイ
ンストール ディレクトリの bin サブディレクトリにインストールされています。このツールを使用して、ネットワーク
構成に関する情報を含むカンマ区切り値（CSV）ファイルを作成または適用します。

CSV ファイルで仮想マシンのネットワーク構成を表す際には、仮想マシン構成に階層情報を含むことが課題です。たとえ
ば、単一の仮想マシンは複数のアダプタを含め、各アダプタはゲートウェイなどの要素について複数のリストがある場合

があります。CSV 形式は、階層表記のシステムを提供しません。結果として、DR IP Customizer が生成する CSV ファ
イルの各行が仮想マシンの一部またはすべての関連情報を提供します。

シンプルなネットワーク構成の仮想マシンの場合、すべての情報を 1 行に含めることができます。より複雑な仮想マシン
の場合、複数の行が必要です。複数のネットワーク カードまたは複数のゲートウェイをもつ仮想マシンの例では、複数の
行を必要とし、CSV ファイルの各行には情報が適用される仮想マシンとアダプタを示す識別情報が含まれます。適切な仮
想マシンに適用されるように、情報は共に集計されます。

仮想マシンに IPv6 カスタマイズを適用する場合、dr-ip-customizer を実行するマシンでは IPv6 を有効にしておく必要
があります。IPv6 は Windows XP または Windows 2003 でデフォルトで有効にされていません。IPv6 を有効にしてい
ないマシンから IPv6 アドレス カスタマイズを適用しようという試みは、DR IP Customizer が CSV 入力を検証するとき
に失敗します。

複数の仮想マシンの IP プロパティのカスタマイズ

使用中の環境内の vCenter Server にアクセスするコンピュータで dr-ip-customizer.exe ツールを使用します。ツー
ルで生成されるファイルを編集して、リカバリ プランの任意またはすべての仮想マシンの IP プロパティを指定します。
保護サイトとリカバリ サイトの両方の IP 設定を構成して、フェイルバック操作を容易に構成できるようにします。

手順

1 SRM Server ホストでコマンド シェルを開きます。

2 ディレクトリを C:\Program Files (x86)\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin に
変更します。
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3 dr-ip-customizer.exe コマンドを実行します。

ツールの実行方法の例を以下に示します。

dr-ip-customizer.exe --cfg ..\config\vmware-dr.xml --cmd generate --out 
"C:\MassIPCustCSVs\MassIPCust-generate-output.csv" --vc vc04.eng.example.com

4 C:\MassIPCustCSVs\MassIPCust-generate-output.csv で作成された生成ファイルを編集して、リカバリ
プランの仮想マシンの IP プロパティをカスタマイズします。

5 dr-ip-customizer.exe を実行して、カスタマイズした IP プロパティを適用します。

たとえば、CSV ファイルからの設定を適用し、次のコマンドを実行します。

dr-ip-customizer.exe --cfg ..\config\vmware-dr.xml --cmd apply --csv 
"C:\MassIPCustCSVs\MassIPCust-ipv6.csv" --vc vc04.eng.example.com

任意の dr-ip-customizer.exe コマンド ラインに -verbose オプションを含めて、追加の診断メッセージをロ
グに記録できます。CSV を生成するために使用したものと同じ vCenter Server を apply および drop コマンドに
常に使用します。保護されている仮想マシンの仮想マシン ID はそれぞれのサイトごとに異なるため、1 つのサイト
で生成された CSV は別のサイトには適用されません。

指定したカスタマイズは、csv ファイルで指定されたすべての仮想マシンに対してリカバリ時に適用されます（リカバリ
プランのプロパティを編集するときに、それらのマシンの IP 設定を個別に構成する必要はありません。）

一貫して同じ --vc 設定を使用するようにしてください。保護 vCenter Server またはリカバリ vCenter Server のいずれ
かで作業をできますが、生成と適用操作には同じものを使用してください。

DR IP Customizer 参照

dr-ip-customizer.exe ツールには、いくつかのオプションがあります。DR IP Customizer を使用するたびに、SRM サー
バ構成 XML ファイルの場所とアクションを指定する必要があります。

DR IP Customizer ツールの構文

DR IP Customizer の構文は次のとおりです。

 dr-ip-customizer.exe --cfg <DR server configuration XML> --cmd <apply/drop/generate> 
[--csv <existing CSV File>] [--out <New CSV file to be generated>] [--vc <VC Server 
Address>] [--ignore-thumbprint] [--extra-dns-columns] [--verbose]

DR IP Customizer で使用可能なオプションは次のとおりです。

n -h [ --help ] 使用状況の情報の表示。

n --cfg path アプリケーションの XML 構成ファイルへのパス。

n --cmd arg 実行するコマンド。次のようなコマンドがあります。

n apply 入力 CSV ファイルから SRM サーバでの復旧プランに、ネットワーク カスタマイズ設定を適用します。

n generate SRM サーバの復旧プランのすべての仮想マシンに対して基本的な CSV ファイルを生成します。

n drop 入力 CSV ファイルで指定された仮想マシンから仮想マシンの復旧設定を削除します。

n --csv arg CSV ファイルへのパス。apply と drop コマンドの入力として読み込まれます。

n -o [ --out ] arg generate コマンドに使用する出力 CSV ファイル。既存の内容を上書きします。

n --vc arg VMware vCenter Server ホスト名。仮想マシン ID は各サイトごとに異なります。

n -i [ --ignore-thumbprint ] サーバ サムプリント確認プロンプトを無視します。

n -e [ --extra-dns-columns ] 入力 CSV ファイルに DNS 情報の追加列が含まれる場合に指定する必要があり
ます。
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n -v [ --verbose ] 詳細出力を有効にします。

CSV 構造の参照

設定が必要ない場合は、値を省略できます。仮想マシン ネットワーク構成に値を適用するために使用される列は、次のと
おりです。

n アダプタ ID: 1 つの仮想マシンに対して共に複数の行からアプリケーションの情報を収集するために使用される固有
の識別子。VM ID 0 のエントリの設定はグローバル設定なので注意してください。このことは、VM ID 0 に指定され
た値がグローバル設定を上書きする値をもたない仮想マシンに適用されることを意味します。たとえば、DNS サー
バ情報またはゲートウェイ情報を構成するために便利です。

n VM 名

n vCenter Server

n アダプタ ID

n DNS ドメイン

n Net BIOS

n プライマリ WINS

n セカンダリ WINS

n IP アドレス: このフィールドは必須です。アドレスまたは値 <DHCP> を入力できます。

n サブネット マスク

n ゲートウェイ

n IPv6 アドレス

n IPv6 サブネット プリフィックス長

n IPv6 ゲートウェイ

n DNS サーバ

n DNS サフィックス

ガイドライン

次のガイドラインに従ってください。

n 新しい CSV ファイルを個別に作成するのではなく、仮想マシンの情報をエクスポートしてテンプレートとして使用
できます。生成されたファイルは、環境のニーズに合わせて変更できる構造を提供できます。

n DNS 設定が適用される方法で一部の制約が存在します。
n Windows の場合

n DNS サフィックス: すべてのアダプタのグローバル設定

n DNS サーバ: アダプタごとの設定（ユーザーが 'Adapter ID' 0 行に入力した場合、グローバル設定として
取り扱います）

n Linux の場合
n DNS サフィックス: すべてのアダプタのグローバル設定

n DNS サーバ: すべてのアダプタのグローバル設定

n DR IP Customizer は WINS 設定が Windows 仮想マシンにのみ適用されるのを検証しますが、NetBIOS 設定を検
証しません。

n 各アダプタに指定できる最小行数を使用します。

n NIC ごとに 1 個の IPv4 または 1 個の IPv6 を使用します。仮想マシンは複数のアドレスをサポートすることができ
ます。
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n IPv4 フィールドを空白にしたままにすることはできません。IPv4 フィールドで、固定 IPv6 アドレスが使用される
場合、DHCP を指定できます。

n カンマはどのフィールドにも使用できません。

n アダプタ ID が 0 である行で、修正可能なフィールドは、DNS サーバと DNS サフィックスのみです。指定されてい
る場合は、これらの値は、その VM ID の他のすべてのアダプタに継承されます。

n プレースホルダ仮想マシンで特定のアダプタのプロパティを定義するには、VM ID 列にその仮想マシンの ID および
アダプタ ID 列のアダプタ ID（プレースホルダ仮想マシンでアダプタがインストールされている仮想 PCI スロット）
が含まれている新しい行を作成し、次にその他の列に値を指定します。

n 列に複数の値を指定する場合は、そのアダプタに追加の行を作成してその行の列に値を含めます。追加行が対象の仮

想マシンと関連付けられていることを確認するためには、VM ID、仮想マシン名、vCenter Server、アダプタ ID 列
の値をコピーします。

n NetBIOS 列には、空欄でない場合、次のいずれかの文字列が含まれている必要があります。disableNetBIOS、
enableNetBIOS、または enableNetBIOSViaDhcp。

例

プレースホルダ仮想マシンを定義する SRM 復旧プランで、生成されたファイルは次のようになります。

VM ID,VM Name,VC Name,Adapter ID,Primary WINS,Secondary WINS,IP Address,Subnet 
Mask,Gateway(s),DNS Server(s),DNS Suffix(es) protected-vm-10301,example-vm-3-
win,vc04.eng.example.com,0,,,,,,,

ファイルには各列の意味を定義するヘッダー行および復旧プランで検索された各プレースホルダ仮想マシンの単一行が含

まれています。その他の列はすべて空欄です。

CSV ファイルを作成した後で、仮想マシン protected-vm-10301 の 3 つのネットワーク アダプタの設定を構成するた
めに、内容を変更できます。

表 8‑3.  CSV サンプル ファイルの内容

VM ID VM 名

vCen
ter
Serve
r

アダ

プタ

ID

プラ

イマ

リ

WINS

セカ

ンダ

リ

WINS

IP ア
ドレ

ス

サブ

ネッ

ト マ
スク

ゲー

ト

ウェ

イ

IPv6 ア
ドレス

IPv6 サ
ブネッ

ト プリ
フィッ

クス長

IPv6
ゲート

ウェイ

DNS
サー

バ

DNS サ
フィッ

クス

protec
ted-
vm-10
301

exam
ple-
vm-3
-win

vc04.
eng.e
xamp
le.co
m

0 examp
le.com

protec
ted-
vm-10
301

exam
ple-
vm-3
-win

vc04.
eng.e
xamp
le.co
m

0 eng.ex
ample.
com

protec
ted-
vm-10
301

exam
ple-
vm-3
-win

vc04.
eng.e
xamp
le.co
m

1 192.1
68.1.
5

192.1
68.1.
6

192.1
68.1.
9

255.2
55.25
5.0

192.1
68.1.
1

dhcp

protec
ted-
vm-10
301

exam
ple-
vm-3
-win

vc04.
eng.e
xamp
le.co
m

1 192.1
68.1.
16
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表 8‑3.  CSV サンプル ファイルの内容 (続き)

VM ID VM 名

vCen
ter
Serve
r

アダ

プタ

ID

プラ

イマ

リ

WINS

セカ

ンダ

リ

WINS

IP ア
ドレ

ス

サブ

ネッ

ト マ
スク

ゲー

ト

ウェ

イ

IPv6 ア
ドレス

IPv6 サ
ブネッ

ト プリ
フィッ

クス長

IPv6
ゲート

ウェイ

DNS
サー

バ

DNS サ
フィッ

クス

protec
ted-
vm-10
301

exam
ple-
vm-3
-win

vc04.
eng.e
xamp
le.co
m

2 192.1
68.1.
5

192.1
68.1.
6

192.1
68.1.
10

255.2
55.25
5.0

192.1
68.1.
1

192.1
68.1.
17

protec
ted-
vm-10
301

exam
ple-
vm-3
-win

vc04.
eng.e
xamp
le.co
m

3 DHC
P

::ffff:
192.0.
0.12

32 ::fff:
192.0.
0.1

仮想マシンまたはテンプレートの保護の構成

保護グループ内の仮想マシンまたはテンプレートの保護プロパティを編集できます。仮想マシンを復旧するときに使用す

る構成を制御するリソース マッピング、接続されているストレージ デバイスとそのデータストア、およびその他のプロ
パティを変更できます。

ステータスが [未構成] または [マッピングがありません] の仮想マシンに対して、保護を構成する必要があります。

アレイベース レプリケーションを使用していて、ストレージ デバイス（ハード ディスクや DVD ドライブなど）を追加
または変更するために仮想マシンのプロパティを編集する場合、レプリケートされていないデータストアまたは別の保護

グループによって保護されているデータストアに保存されているデバイスを追加すると、そのマシンの保護に影響を与え

る可能性があります。

n 保護されていない（いずれの保護グループにも属していない）レプリケート対象のデータストアに新しいデバイスを

作成する場合、データストアは仮想マシンの保護データストア グループに追加され、仮想マシンの保護には影響を
与えません。

n 別の保護グループによって保護されているレプリケート対象のデータストアに新しいデバイスを作成すると、仮想マ

シンの保護は無効になります。

n レプリケートされないデータストアに新しいデバイスを作成すると、仮想マシンの保護は無効になります。

n Storage VMotion を使用して、レプリケートされないデータストア、または SRA を介して管理するように SRM が
構成されていないアレイのレプリケート対象データストアに仮想マシンを移動すると、仮想マシンの保護は無効にな

ります。ただし、Storage VMotion を使用して、別の保護グループに含まれるデータストアに仮想マシンを移動で
きます。

手順

1 左側のペインで [保護グループ] をクリックし、構成する仮想マシンを含む保護グループに移動します。

2 [仮想マシン] タブで、仮想マシンを選択して [保護の構成] をクリックします。

3 [仮想マシンのプロパティ] ウィンドウで、必要に応じてプロパティを確認して構成します。

a [リカバリ フォルダ] をクリックし、代替ターゲット フォルダを指定します。

b [リカバリ リソース] をクリックし、復旧した仮想マシンを配置する代替リソース プールを指定します。

c テンプレートに対する保護を構成するには、[リカバリ ホスト] をクリックし、仮想マシンを復旧する代替ホス
トを指定します。

この手順は、テンプレートに対してのみ適用されます。

d [リカバリ ネットワーク] をクリックし、仮想マシンをリストアする代替復旧ネットワークを指定します。
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4 [OK] をクリックして、選択した仮想マシンに新しい構成を適用します。

仮想マシンのリソース マッピングの構成
自分のサイトのインベントリ マッピングを指定していない場合は、個々の仮想マシンのリソース マッピングを構成する
必要があります。サイト全体のインベントリ マッピングが確立されていない場合にのみ、リソース マッピングを構成で
きます。

確立されたインベントリ マッピングがサイトにあると、仮想マシンの保護を個別に構成してインベントリ マッピングを
上書きすることはできません。保護グループの一部のメンバーに対してインベントリ マッピングを上書きする必要がある
場合は、vSphere Client を使用して復旧サイトに接続し、プレースホルダの設定を編集するか、異なるフォルダまたは
リソース プールにプレースホルダを移動します。

手順

1 [保護グループ] をクリックし、構成する仮想マシンを含む保護グループに移動します。

2 [仮想マシン] ページで、仮想マシンを右クリックし、[保護の構成] をクリックします。

インベントリ マッピングを確立している場合、インベントリ マッピングが適用されます。

3 必要に応じてマッピングを構成します。

ほとんどの仮想マシンの場合、フォルダや計算リソースのマッピングを変更できます。詳細については、「仮想マシ

ンまたはテンプレートの保護の構成 (P. 84)」を参照してください。

SRM アラームの構成
SRM は機能固有のアラームを vCenter でサポートされているアラームに追加します。ｖ Center Server を含むマシンで
SRM アラームを構成して、E メールによる通知を送信したり、SNMP トラップを送信したり、スクリプトを実行したり
できます。

vCenter は、包括的でフレキシブルなアラーム機能を備えています。vCenter の拡張機能として、SRM は、独自のアラー
ムを vCenter で提供されるアラームに追加できます。SRM の [アラーム] ウィンドウにはすべての SRM アラーム イベン
トのリストが表示されます。ユーザーは、それらの設定を編集して、イベントがアラームをトリガするときに行われるア

クションを指定できます。デフォルトでは、アクションを実行するように構成されている SRM アラームはありません。
いずれかのアラームに対してアクションを有効にする場合は、アラームをそのように構成する必要があります。

注意   アラームに E メールによる通知を送信させる場合は、最初に vCenter メール送信者の設定を構成する必要がありま
す。vCenter のヘルプを参照してください。

手順

1 左側のペインで、[サイト] をクリックして、サイトを選択します。

2 [アラーム] タブをクリックして、SRM アラームのリストを表示します。

3 アラームを右クリックして、[設定の編集] をクリックします。

4 [アクション] タブをクリックします。

5 [追加] をクリックしてアクションを追加します。すべてのイベントのデフォルトのアクションは、[通知 E メールを
送信する] です。

6 (オプション) デフォルトのアクションを変更するには、アクションをクリックして、ドロップダウン リストから別の
アクションを選択します。

すべてのイベントのデフォルトのアクションは、[通知 E メールを送信する] です。

7 [全般] タブをクリックします。

8 アラームのアクションを有効にするには、[このアラームを有効にする] オプションをチェックします。
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詳細設定の使用

[詳細設定] を使用して、SRM サービスの多くのカスタム設定を表示または変更できます。[詳細設定] ダイアログ ボック
スでは、適切な権限を持つユーザーが、さまざまな SRM 機能の操作に影響する多数のデフォルト値を変更できます。

手順

1 左側のペインで、[サイト] をクリックし、設定を変更するサイトを右クリックします。

2 [詳細設定] をクリックします。

3 設定カテゴリを選択します。

4 カテゴリ ウィンドウで、必要な変更を加えます。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

6 復旧サイトで、必要に応じてこの手順を繰り返します。

ゲストのカスタマイズ設定

VMware サポートにより指示された場合のみ、これらの設定を変更してください。

復旧サイト設定の変更

復旧プランをテストまたは実行する場合にタイムアウトの発生するデフォルト値を調整するには、[詳細設定] の [復旧]
ページを使用します。時間が不十分のため、タスクが失敗した場合には、この作業を行うことが必要な場合があります。

復旧プランのステップの実行時に発生するタイムアウトには、いくつかの種類があります。これらのタイムアウトによっ

て、ステップを完了するための時間として与えられた指定間隔でプランが一時停止します。

コマンド ライン タイムアウト デフォルトで、SRM はコマンド ステップの終了までに 300 秒を許可します。コマン
ド ステップが 300 秒を超えると、そのステップは終了し、復旧プランはエラーで失敗
します。

電源状態の変更タイムアウト デフォルトでは、復旧プランのテストまたは実行時に保護サイトの仮想マシンがパワー

ダウン要求に応答する場合、仮想マシンでの許容時間は 120 秒です。この時間で要求
の処理が完了しないと、プランは、リストにある次の仮想マシン（または次のステッ

プ）にスキップし、復旧プラン エラーが報告されます。

手順

1 左側のペインで、[サイト] をクリックし、設定を変更するサイトを右クリックします。

2 [詳細設定] をクリックします。

3 [リカバリ] をクリックします。

4 復旧サイトの設定を変更します。

n コマンド ライン タイムアウトを変更するためには、[recovery.calloutCommandLineTimeout] テキスト ボッ
クスに新しい値を入力します。新しい値は、すべてのコマンド ステップに適用されます。

n カスタマイズ タイムアウトを変更するには、[recovery.customizationTimeout] テキスト ボックスに新しい
値を入力します。

n デフォルトの優先度を変更するには、[recovery.defaultPriority] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

n パワーオフ タイムアウトを変更するには、[recovery.powerOffTimeout] テキスト ボックスに新しい値を入力
します。新しいタイムアウト値は、保護サイトでの仮想マシンに対するパワーオフ操作に適用されます。
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n 強制フェイルオーバーを有効または無効にするには、[recovery.forcedFailover] チェック ボックスをオンまた
はオフにします。

注意   強制フェイルオーバーは、SRM 5.0.1 以降でのみ利用可能です。

n 仮想マシンのパワーオン前の遅延を変更するには、[recovery.powerOnDelay] テキスト ボックスに新しい値
を入力します。新しい値は、保護サイトでの仮想マシンに対するパワーオン操作に適用されます。

n 電源状態変更タイムアウトを変更するには、[recovery.powerOnTimeout] テキスト ボックスに新しい値を入
力します。新しいパワーオン値は、保護サイトでの仮想マシンに対するパワーオン操作に適用されます。

n [recovery.preserveCustPkg] を有効または無効にします。

n ゲスト シャットダウンを完了またはスキップするには、[recovery.skipGuestShutdown] を有効または無効に
します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

アレイベース ストレージ プロバイダの設定の変更
アレイベース レプリケーションの場合、SAN プロバイダは、SRM とストレージ レプリケーション アダプタ（SRA）間
のインターフェイスです。SRA によっては、デフォルトの SAN プロバイダの値を変更する必要がある場合もあります。
SRM の SAN プロバイダに関するデフォルトのタイムアウト値などの動作を変更できます。

これらの値の詳細については、アレイ ベンダーの SRA のドキュメントを参照してください。

手順

1 左側のペインで、[サイト] をクリックし、設定を変更するサイトを右クリックします。

2 [詳細設定] をクリックします。

3 [storageProvider] をクリックします。

4 SAN プロバイダ設定を変更します。

n 復旧の正常完了時に、復旧データストア名につけた接頭語 snap-<xx> を強制的に削除するには、
[storageProvider.fixRecoveredDatastoreNames] チェックボックスをオンにします。

n テストおよび復旧中にホスト スキャンを繰り返すには、[storageProvider.hostRescanRepeatCnt] テキスト
ボックスに新しい値を入力します。一部のストレージ アレイでは、たとえば、フェイルオーバーされた LUN の
スナップショットを検出するため、複数回の再スキャンが必要です。

注意   storageProvider.hostRescanRepeatCnt パラメータは、SRM 5.0.1 以降で使用できます。SRM
5.0 では使用できません。

n 毎回の HBA 再スキャンが完了するまでの SRM の待機間隔を変更するには、
[storageProvider.hostRescanTimeoutSec] テキスト ボックスに別の値を入力します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

ローカル サイトの設定の変更 
SRM は SRM サーバ ホストのリソース使用状況を監視し、リソースのしきい値に達するとアラームを発生します。しきい
値とアラームの通知方法をニーズに合わせて変更するには、[詳細設定] の [ローカル サイト ステータス] ページを使用し
ます。

手順

1 左側のペインの [サイト] をクリックし、変更する設定のあるローカル サイトを右クリックします。

2 [詳細設定] をクリックします。

3 [ローカル サイト ステータス] をクリックします。
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4 必要に応じて設定内容を変更します。

n ローカル サイトの CPU の使用状況、ディスク容量、および空きメモリを SRM がチェックする間隔を変更する
には、[localSiteStatus.checkInterval] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

n ローカル サイトの名前を変更するには、[localSiteStatus.displayName] テキスト ボックスに新しい値を入力
します。

n ローカル サイトの CPU の使用状況、ディスク容量、空きメモリに関するアラームを SRM が通知してから次に
通知するまでの待機間隔を変更するには、[localSiteStatus.eventFrequency] テキスト ボックスに新しい値を
入力します。

n SRM が CPU の高使用率イベントを通知するようにする、CPU 使用率の上限を変更するには、
[localSiteStatus.maxCpuUsage] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

n SRM がディスク容量の不足イベントを通知するようにする、空きディスク容量率の下限を変更するには、
[localSiteStatus.minDiskSpace] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

n SRM がメモリ不足イベントを通知するようにする、空きメモリ量の下限を変更するには、
[localSiteStatus.minMemory] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

リモート サイトの設定の変更
vSphere Client が現在接続中の SRM サーバからリモート サイトの SRM サーバを使用できるかどうかを判断するときに
使用するデフォルト値を変更するには、[詳細設定] の [リモート サイト ステータス] ページを使用します。

SRM は、SRM サイト ペアのメンバー（保護サイトと復旧サイト）間の接続を監視し、デフォルトでは、この接続が中断
するとアラームを発生します。「リモート サイト ダウン」イベントの発生条件と関連アラームの通知方法は、ニーズに合
わせて変更できます。

手順

1 左側のペインの [サイト] をクリックし、変更する設定のあるリモート サイトを右クリックします。

2 [詳細設定] をクリックします。

3 [リモート サイト ステータス]をクリックします。

4 設定を修正します。

n 「サイト ダウン」イベントを送信する前の ping の失敗回数を変更するには、[remoteSiteStatus.panicDelay]
テキスト ボックスに新しい値を入力します。

n チェック エラーを宣言するまでに試行するリモート サイト ステータス チェック（ping）の回数を変更するに
は、[remoteSiteStatus.pingFailedDelay] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

n リモート サイトの SRM サーバが使用可能かどうかを SRM がチェックして確認する間隔を変更するには、
[remoteSiteStatus.pingInterval] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

ストレージ設定の変更

SRM ストレージ設定を調整できます。

手順

1 左側のペインで [サイト] をクリックし、目的のサイトを右クリックして、[詳細設定] をクリックします。

2 [詳細設定] ウィンドウのナビゲーション ペインで、[ストレージ] をクリックします。
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3 必要に応じてストレージ設定を変更します。

n SRA 更新タイムアウトを変更するには、[storage.commandTimeout] フィールドに別の値を入力します。

n 同時実行 SRA 操作の最大数を変更するには、[storage.maxConcurrentCommandCnt] フィールドに別の値
を入力します。

n データストア グループの最小計算間隔を秒単位で変更するには、[storage.minDsGroupComputationInterval]
フィールドに別の値を入力します。

n 進行中のデータ同期操作の状態更新間隔を変更するには、[storage.querySyncStatusPollingInterval] フィー
ルドに別の値を入力します。

n ストレージ アレイの検出チェック間隔を変更するには、[storage.storagePingInterval] フィールドに別の値を
入力します。

n データ同期操作の最大許容時間を変更するには、[storage.syncTimeout] フィールドに別の値を入力します。

4 [OK] をクリックして変更を保存し、[詳細設定] ウィンドウを閉じます。

レプリケーション設定の変更

レプリケーション設定を調整して、仮想マシン プレースホルダの作成が完了するまでの SRM の待ち時間を修正できます。

手順

1 [サイト] をクリックし、変更する設定のあるサイトを右クリックします。

2 [詳細設定] をクリックします。

3 [レプリケーション]をクリックします。

4 [replication.placeholderVmCreationTimeout] 設定を変更して、プレースホルダ仮想マシンを作成するときの待
ち時間（秒数）を変更します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

vSphere レプリケーション設定の変更
vSphere レプリケーション（VR）の設定を調整して、異なるリカバリ ポイント オブジェクティブを指定します。

手順

1 左側のペインで、[サイト] をクリックし、設定を変更するサイトを右クリックします。

2 [詳細設定] をクリックします。

3 [vrReplication] をクリックします。

4 デフォルトのリカバリ ポイント オブジェクティブ（RPO）の設定を変更します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。
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SRM のトラブルシューティング 9
レプリケーション、サイト ペアリング、またはゲストのカスタマイズで問題がある場合は、その問題のトラブルシュー
ティングが可能です。原因を特定するために、SRM サーバまたはクライアントのログ ファイルを確認したり、VMware
サポートに送信したりしていただくこともあります。

SRM 操作中に発生したエラーは、エラー ダイアログ ボックスや [最近のタスク] ウィンドウに表示されます。また、エ
ラーが発生すると、通常は SRM ログ ファイルにエントリが生成されます。復旧サイトと保護サイトで最近のタスクとロ
グ ファイルを確認してください。

問題の原因をお探しの場合は、VMware ナレッジベース（http://kb.vmware.com）も是非ご確認ください。

この章では次のトピックについて説明します。

n イベントとアラーム (P. 91)

n SRM ログ ファイルの収集 (P. 99)

n VRMS のデプロイ時に機能が使用できない (P. 100)

n OVF パッケージは無効であるためデプロイできない (P. 100)

n VRMS と SQL 間の接続エラーが解決できない (P. 101)

n DB2 データベースで VRMS データベースの構成が失敗する (P. 101)

イベントとアラーム

SRM はイベントのログをサポートし、各イベントはイベント発生時にトリガできる対応アラームを含みます。これは、シ
ステムの状態と機能を追跡し、SRM が行う保護に影響を与える前に潜在的な問題を解決する方法を提供します。

vSphere Client のアラーム マネージャを使用してアラームが有効になります。SRM は SNMP トラップも含みます。

イベントは機能領域に従って、次のようにカテゴリ化できます。

n サイト ステータス

n 保護グループ イベント

n 復旧イベント

n SNMP トラップ

n ストレージとストレージ プロバイダ イベント

n ライセンス イベント

n 権限イベント
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接続監視のアルゴリズム

接続関連イベントは、次のアルゴリズムに従って生成されます。

1 2 つのペアにされている SRM サーバの間の管理接続が確立されるとき、接続を開始した SRM サーバが
RemoteSiteUpEvent を発生させます。

2 SRM が監視された接続がダウンしていることを検出したとき、定期的な接続確認を開始します。これらの ping の
時間間隔は、remoteSiteStatus.pingInterval 詳細設定を通じて構成できます。

a 接続監視は構成可能な数の失敗した ping をスキップします。この数は、remoteSiteStatus.pingFailedDelay
詳細設定で制御できます。

b 失敗した ping のスキップ数が許可されている値を超えると、SRM は RemoteSitePingFailedEvent を投稿し
ます。

c 失敗した ping のスキップ数が別の構成可能な制限を超えると、SRM は RemoteSiteDownEvent をそれぞれ
の失敗した ping に対して発生させ、RemoteSitePingFailedEventevents の発生を停止します。失敗した
ping の 2 番目の制限は remoteSiteStatus.panicDelay 詳細設定で構成可能です。

d SRM は接続が再確立されるまで、接続ダウン イベントを発生し続けます。

サイト ステータス イベント
サイト ステータス イベントは、保護サイトと復旧サイトのステータスとその間の接続に関するステータスを示します。

表 9‑1.  サイト ステータス イベント

イベント キー イベントの説明 原因

UnknownStatusEvent SRM サーバ ステータスは利用できません

RemoteSiteDownEvent リモート SRM サイトがダウンしています このイベントは、SRM サーバがリモート
SRM サーバと接続を失うとき信号を発信し
ます。

RemoteSitePingFailedEvent リモート SRM サイトが ping に応答しま
せん

これは、サイトまたはネットワークの接続性

に障害があるためです。

RemoteSiteCreatedEvent リモート SRM サイトが作成されました これは、サイトが確立されたときに発生しま

す。

RemoteSiteUpEvent リモート SRM サイトが応答しています これは、SRM サーバがリモート SRM サーバ
との接続を再確立するときに発生します。

RemoteSiteDeletedEvent リモート SRM サイトが削除されました。

保護グループ イベント
保護グループ イベントは保護グループに関連するアクションとステータスに関する情報を示します。

これらのイベントには、次の 3 つのカテゴリがあります。

n 保護グループ レプリケーション情報イベント

n 保護グループ レプリケーション警告イベント

n 保護グループ レプリケーション エラー イベント
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表 9‑2.  保護グループ レプリケーション情報イベント

イベント キー イベントの説明 原因

ProtectionGroup > CreatedEvent 保護グループを作成しました。 保護グループの作成のコミット段階の完了時

に、両方の vCenter Server に投稿します。

ProtectionGroup > RemovedEvent 保護グループを削除しました。 保護グループの削除のコミット段階の完了時

に、両方の vCenter Server に投稿します。

ProtectionGroup > ReconfiguredEvent 保護グループを再構成しました。 保護グループの再構成のコミット段階の完了

時に、両方の vCenter Server に投稿します。

ProtectedVmCreatedEvent グループの仮想マシンが保護のために構成

されました。

仮想マシンの保護のコミット段階の完了時

に、両方の vCenter Server に投稿します。

ProtectedVmRemovedEvent グループの仮想マシンが保護のために構成

されなくなりました。

仮想マシンの保護解除のコミット段階の完了

時に、両方の vCenter Server に投稿します。

ProtectedVmReconfiguredProtectionS
ettingsEvent

仮想マシンの保護設定を再構成しました。 仮想マシン保護設定の再構成のコミット段階

の完了時に、両方の vCenter Server に投稿
します。

ProtectedVmReconfiguredRecoveryLo
cationSettingsEvent

仮想マシンの復旧ロケーション設定を再構

成しました。

保護された仮想マシンの復旧ロケーションの

設定の再構成を正常に完了したときにのみ、

本番サイト vCenter Serer で投稿しました。

PlaceholderVmCreatedEvent VMware vCenter Server インベントリに
プレースホルダ仮想マシンが作成されまし

た。

保護、修理の結果として、プレースホルダ仮

想マシンを作成したときにのみ、復旧サイト

vCenter Server に投稿します。

PlaceholderVmCreatedFromOldProduc
tionVmEvent

古い本番仮想マシンの識別情報を使用して、

VMware vCenter Server インベントリに
プレースホルダ仮想マシンが作成されまし

た。

再保護中または再保護後の古い本番仮想マシ

ンのスワップ結果として、プレースホルダ仮

想マシンが作成されるときにのみ、復旧サイ

ト vCenter Server に投稿されます。

表 9‑3.  保護グループ レプリケーション警告イベント

イベント キー イベントの説明 原因

VmNotFullyProtectedEvent グループの仮想マシン: 保護のために 1 つ
または複数のデバイスを構成する必要があ

ります。

空でない unresolvedDevices セットで復旧
ロケーションの設定を更新してデバイスを処

理するときにのみ、本番サイト vCenter
Server に投稿しました。これは、本番仮想
マシンに変更を行ったり、仮想マシンの再保

護中にトリガーできます。

PlaceholderVmUnexpectedlyDeletedE
vent

グループの仮想マシン: プレースホルダ仮想
マシンは VMware vCenter Server インベ
ントリから削除されました。

プレースホルダ仮想マシンが予期せずに削除

されたか、vCenter インベントリから除去さ
れたことが検出されたときにのみ、復旧サイ

ト vCenter Server に投稿されます。

表 9‑4.  保護グループ レプリケーション エラー イベント

イベント キー イベントの説明 原因

ProductionVmDeletedEvent グループの仮想マシン: 本番仮想マシンは仮
想マシンウェア VMware vCenter Server
インベントリから削除されました。

保護された仮想マシンの本番仮想マシンが

vCenter インベントリから削除または除去さ
れたことを検出したときに投稿されます。

ProductionVmInvalidEvent グループの仮想マシン: レプリケーションす
る本番仮想マシンのファイルのロケーショ

ンを解決できません。

デバイスまたは復旧ロケーションの変更を処

理するが、プロバイダがレプリケートするた

めに、本番仮想マシンファイルを見つけるこ

とができないときに毎回、投稿されます。
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復旧イベント

復旧イベントは復旧プロセスに関連するアクションとステータスに関する情報を示します。

表 9‑5.  復旧イベント

イベント キー イベントの説明 原因

RecoveryVmBegin 復旧プランは、指定した仮想マシンの復旧

を開始しました。

復旧仮想マシンが正常に作成された時に通知

します。仮想マシン ID がわかる前に一部の
エラーが発生すると、イベントは発行されま

せん。

RecoveryVmEnd 復旧プランは、仮想マシンの復旧を完了し

ました。

最後のパワーオン後のスクリプトが完了した

後、または仮想マシンの recovery-
stopping エラーが発生した後で通知します。

RecoveryPlanCreate Recovery プランが作成されました。 新しいプランが作成またはクローン作成され

たときに通知します。プランがホストされる

各 vCenter Server に送信されます。

RecoveryPlanDestroy 復旧プランが破棄されました。 プランがサイトから削除されたときに、通知

します。プランの削除が要求されたサイトで

は、他のサイトでプランが削除されるのを待

つ間、大幅な遅延が発生する場合がありま

す。プランがホストされる各 vCenter Server
に送信されます。

RecoveryPlanEdit 復旧プランが変更されました。

RecoveryPlanExecuteTestBegin 復旧プランのテストが開始しました。 復旧テストが開始されたときに、復旧サイト

で通知します。

RecoveryPlanExecuteTestEnd 復旧プランのテストが完了しました。 復旧テストが完了したときに、復旧サイトで

通知します。エラーが起きた場合、説明通り

に使用できます。

RecoveryPlanExecuteCleanupBegin 復旧プランがテストクリーンアップを開始

しました。

クリーンアップが開始されたときに、復旧サ

イトで通知します。

RecoveryPlanExecuteCleanupEnd 復旧プランのテストクリーンアップが完了

しました。

復旧テストクリーンアップが完了したとき

に、復旧サイトで通知します。エラーが起き

た場合、説明通りに使用できます。

RecoveryPlanExecuteBegin 復旧プランの復旧が開始しました。 復旧が開始されたときに、復旧サイトで通知

します。

RecoveryPlanExecuteEnd 復旧プランの復旧が完了しました。 復旧が完了したときに、復旧サイトで通知し

ます。エラーが起きた場合、説明通りに使用

できます。

RecoveryPlanExecuteReprotectBegin 復旧プランの再保護が開始しました。 再保護が開始されたときに、復旧サイトで通

知します。

RecoveryPlanExecuteReprotectEnd 復旧プランの再保護操作が完了しました。 再保護が完了したときに、復旧サイトで通知

します。エラーが起きた場合、説明通りに使

用できます。

RecoveryPlanPromptDisplay 復旧プランはプロンプトを表示してユーザー

入力を待ちます。

プロンプト ステップが見つかったときに復旧
サイトで通知します。キーは、プロンプトの

固有な識別子です。

RecoveryPlanPromptResponse 復旧プランはプロンプトへの応答を受信し

ました。

プロンプト ステップが閉じたとき復旧サイト
で通知します。

RecoveryPlanServerCommandBegin 復旧プランで、SRM サーバ マシンでのコ
マンドの実行が開始しました。

SRM が SRM サーバ マシンで Callout コマ
ンドの実行を開始したときに、復旧サイトで

通知します。
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表 9‑5.  復旧イベント (続き)

イベント キー イベントの説明 原因

RecoveryPlanServerCommandEnd 復旧プランで、SRM サーバ マシンでのコ
マンドの実行が完了しました。

SRM が SRM サーバ マシンで Callout コマ
ンドの実行を完了したときに、復旧サイトで

通知します。

RecoveryPlanVmCommandBegin 復旧プランで、回復された仮想マシンでの

コマンドの実行が開始しました。

SRM が復旧された仮想マシンで Callout コ
マンドの実行を開始したときに、復旧サイト

で通知します。

RecoveryPlanVmCommandEnd 復旧プランで、復旧された仮想マシンでの

コマンドの実行が完了しました。

SRM が復旧された仮想マシンで Callout コ
マンドの実行を完了したときに、復旧サイト

で通知します。

SNMP トラップ
SRM は、vCenter で定義されるコミュニティ ターゲットに SNMP トラップを送信します。vSphere Client を使用して
SNMP トラップを構成できます。localhost または 127.0.0.1 を SNMP トラップのターゲット ホストとして入力すると、
SRM は SRM インストーラにより構成される vSphere Server の IP アドレスまたはホスト名を使用します。

SRM 5.0 の SNMP トラップは、SRM 4.0 またはそれ以降のリリースと下位互換性があります。

表 9‑6.  SNMP トラップ

タイプ 説明 内容

RecoveryPlanExecuteTestBeginTrap このトラップは、復旧プランがテストを開

始したときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態。

RecoveryPlanExecuteTestEndTrap このトラップは、復旧プランのテストが終

了したときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、結果ステータス。

RecoveryPlanExecuteCleanupBeginTra
p

このトラップは、復旧プランがテストのク

リーンアップを開始したときに送信されま

す。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態。

RecoveryPlanExecuteCleanupEndTrap このトラップは、復旧プランがテストのク

リーンアップを終了したときに送信されま

す。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、結果ステータス。

RecoveryPlanExecuteBeginTrap このトラップは、復旧プランが復旧を開始

するときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態。

RecoveryPlanExecuteEndTrap このトラップは、復旧プランが復旧を終了

したときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、結果ステータス。

RecoveryPlanExecuteReprotectBeginTr
ap

このトラップは、SRM が復旧プランの再保
護ワークフローを開始するときに送信され

ます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態。

RecoveryPlanExecuteReprotectEndTra
p

このトラップは、SRM が復旧プランの再保
護ワークフローを終了したときに送信され

ます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、結果ステータス。

RecoveryVmBeginTrap このトラップは、復旧プランが仮想マシン

の復旧を開始したときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、仮想マシン名、仮想マシン UUID。

RecoveryVmEndTrap このトラップは、復旧プランが仮想マシン

の復旧を終了したときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、仮想マシン名、仮想マシン

UUID、結果ステータス。

RecoveryPlanServerCommandBeginTra
p

このトラップは、復旧プランが SRM サー
バのマシンでコマンド コールアウトの実行
を開始したときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、コマンド名。

RecoveryPlanServerCommandEndTrap このトラップは、復旧プランが SRM サー
バ マシンでコマンド コールアウトの実行を
終了したときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、コマンド名、結果ステータス。
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表 9‑6.  SNMP トラップ (続き)

タイプ 説明 内容

RecoveryPlanVmCommandBeginTrap このトラップは、復旧プランが復旧された

仮想マシンでコマンド コールアウトの実行
を開始したときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、コマンド名、仮想マシン名、仮想

マシン UUID。

RecoveryPlanVmCommandEndTrap このトラップは、復旧プランが復旧された

仮想マシンでコマンド コールアウトの実行
を終了したときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、コマンド名、仮想マシン名、仮想

マシン UUID、結果ステータス。

RecoveryPlanPromptDisplayTrap このトラップは、続行前に復旧プランがユー

ザー入力を必要とするときに送信されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態、プロンプト文字列。

RecoveryPlanPromptResponseTrap このトラップは、続行前に復旧プランがユー

ザー入力を必要としなくなったときに送信

されます。

SRM サイト名、復旧プラン名、復旧タイプ、
実行状態。

ストレージとストレージ プロバイダ イベント
ストレージやストレージ プロバイダ イベントは、アクションやステータス関連のストレージまたはストレージ プロバイ
ダに関する情報を提供します。

表 9‑7.  SRA イベント

タイプ 説明 内容

StorageAdapterLoaded 指定された SRA をロードしました。 SRM は起動時またはユーザーが開始した SRA
の再ロード中に、新しい SRA を検出しまし
た。

StorageAdapterReloadFailed 指定したパスからの SRA のロードに失敗し
ました。

SRM は、起動時またはユーザーが開始した
SRA の再ロード中に、既知の SRA を再ロー
ドできませんでした。

StorageAdapterChanged 指定した SRA の新しいバージョンをロード
しました。

SRM は既知の SRA がアップグレードされた
ことを検出しました。

表 9‑8.  アレイ マネージャ イベント

タイプ 説明 内容

StorageArrayManagerAdded 指定した SRA を使用して、特定のアレイ
マネージャを作成しました。

ユーザーがアレイ マネージャを追加しました。

StorageArrayManagerRemoved 指定したアレイ マネージャを削除しました。 ユーザーがアレイ マネージャを削除しました。

StorageArrayManagerReconfigured 指定したアレイ マネージャを再構成しまし
た。

ユーザーがアレイ マネージャのプロパティを
編集しました。

StorageArrayManagerPingOk 指定したアレイ マネージャの ping が成功
しました。

SRM サーバはアレイ マネージャを正常に
ping しました。

StorageArrayManagerPingFailed 指定したアレイ マネージャの ping に失敗
しました。

アレイ マネージャの ping 中にエラーが発生
しました。

表 9‑9.  アレイ ペア イベント

タイプ 説明 内容

StorageArrayPairDiscovered アレイ マネージャを使用してレプリケート
されたアレイ ペアを検出しました。

ユーザーがレプリケートされたアレイ ペアを
検出したアレイ マネージャを作成しました。

StorageArrayPairEnabled アレイ マネージャを使用してレプリケート
されたアレイ ペアを有効にしました。

ユーザーはアレイ ペアを有効にしました。

StorageArrayPairDisabled アレイ マネージャを使用してレプリケート
されたアレイ ペアを無効にしました。

ユーザーがアレイ ペアを無効にしました。
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表 9‑9.  アレイ ペア イベント (続き)

タイプ 説明 内容

StorageArrayPairPingOk レプリケートされたアレイ ペアの ping が
成功しました。

SRM サーバはアレイ ペアを正常に ping し
ました。

StorageArrayPairPingFailed レプリケートされたアレイ ペアの ping に
失敗しました。

アレイ ペアの ping 中にエラーが発生しまし
た。

表 9‑10.  データストア イベント

タイプ 説明 内容

StorageDatastoreDiscovered レプリケートされたデータストアを検出し

ました。

SRM サーバはレプリケートされたデータス
トアを検出しました。

StorageDatastoreLost 指定されたデータストアは、もはやレプリ

ケートされていません。

データストアをバッキングするストレージ デ
バイスのレプリケーションをユーザーがオフ

にしました。

StorageRdmDiscovered 指定された仮想マシンに接続されたレプリ

ケートされた RDM が検出されました。
SRM サーバはレプリケートされた RDM を
検出しました。

StorageRdmLost 指定した仮想マシンに接続されている RDM
はもはやレプリケートされません。

ユーザーは RDM をバッキングする LUN の
レプリケーションをオフにしました。

表 9‑11.  保護イベント

タイプ 説明 内容

StorageProviderDatastoreProtected 指定された保護グループでデータストアを

保護しました。

ユーザーは新しい保護グループまたは既存の

保護グループにデータストアを含めました。

StorageProviderDatastoreUnprotected 指定されたデータストアの保護を解除しま

した。

ユーザーは保護グループからデータストアを

削除するか、このデータストアが含まれてい

る保護グループを削除しました。

StorageProviderVmDiscovered レプリケートされた仮想マシンを検出しま

した。

ユーザーはレプリケートされたデータストア

の仮想マシンを作成しました。

StorageProviderVmLost 指定した仮想マシンが、もはやレプリケー

トされません。

ユーザーはレプリケートされたデータストア

から仮想マシンを移行しました。

StorageProviderDatastoreProtectionMi
ssing

レプリケートされたデータストアは、指定

された保護グループに含める必要がありま

す。

説明を参照してください。

StorageProviderDatastoreProtectionCo
nflict

レプリケートされたデータストアは指定さ

れた保護グループに含まれる必要がありま

すが、代替の保護グループに含まれていま

す。

説明を参照してください。

StorageProviderDatastoreReplicationL
ost

指定された保護グループに含まれるデータ

ストアが、もはやレプリケートされません。

ユーザーがデータストアをバッキングするデ

バイスのレプリケーションをオフにしました。

StorageProviderGroupProtectionRestor
ed

保護は指定された保護グループに対してリ

ストアされました。

保護グループの以前の（空でない）問題が解

決しました。

StorageProviderVmDatastoreProtectio
nMissing

仮想マシンで使用されるデータストアは、

指定された保護グループに含める必要があ

ります。

説明を参照してください。

StorageProviderVmDatastoreProtectio
nConflict

指定された仮想マシンにより使用されるデー

タストアは指定された保護グループに追加

される必要がありますが、現在は代替保護

グループで使用中です。

説明を参照してください。

StorageProviderVmDatastoreReplicatio
nLost

指定された仮想マシンで使用され、指定さ

れた保護グループに含まれているデータス

トアは、もはやレプリケートされません。

説明を参照してください。
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表 9‑11.  保護イベント (続き)

タイプ 説明 内容

StorageProviderVmProtectionRestored 指定された保護グループの指定された仮想

マシンの保護がリストアされました。

保護された仮想マシンの以前の（空でない）

問題が解決しました。保護されていない仮想

マシンに関連した問題が解決されたときに、

このイベントは投稿されません。

StorageProviderGgSpansProtectionGro
ups

指定された整合性グループは、指定された

保護グループにまたがっています。

説明を参照してください。

StorageProviderCgDatastoreMissingPr
otection

指定された整合性グループのデータストア

は、指定された保護グループに含める必要

があります。

説明を参照してください。

StorageProviderDatastoreSpansConsist
encyGroups

データストアは別の整合性グループのデバ

イスにまたがっています。

説明を参照してください。

StorageProviderNfsDatastoreUrlConflic
t

指定されたボリュームからマウントされた

NFS データストアは、リモートホストから
マウントされた異なる URL をもっていま
す。リモート パスは指定された URL があ
ります。一方で、他のホストからマウント

されたデータストアには、指定された URL
があります。

同じ NFS ボリュームは 2 つの異なるデータ
ストアの同じ NFS サーバの異なる IP アドレ
スを使用してマウントされています。

ライセンス イベント
ライセンシング イベントは、SRM ライセンシング ステータスの変更に関する情報を提供します。

表 9‑12.  ライセンス イベント

タイプ 説明 内容

LicenseExpiringEvent 指定したサイトの SRM ライセンスは、指
定した日数で有効期限が切れます。

24 時間ごとに、評価版ではない有効期限の
あるライセンスが残日数に対してチェックさ

れます。このイベントは、結果を投稿します。

EvaluationLicenseExpiringEvent 指定したサイトの SRM 評価ライセンスは、
指定した日数で有効期限が切れます。

24 時間ごとに、評価ライセンスは残日数に
対してチェックされます。このイベントは、

結果を投稿します。

LicenseExpiredEvent 指定されたサイト ライセンスの SRM ライ
センスの有効期限が切れました。

30 分ごとに、有効期限の切れた（評価版で
はない）ライセンスはこのイベントを投稿し

ます。

EvaluationLicenseExpiredEvent 指定されたサイトの SRM 評価ライセンス
の有効期限が切れています。

30 分ごとに、評価版ライセンスはこのイベ
ントを投稿します。

UnlicensedFeatureEvent 指定したサイトの SRM ライセンスは、ラ
イセンスの指定数を超えて割り振られてい

ます。

24時間ごとに、仮想マシンの保護または保
護解除の時点で、このイベントはライセンス

の合計数がライセンスの容量を超える場合に

投稿されます。

LicenseUsageChangedEvent 特定のサイトの SRM ライセンスは、合計
ライセンス数に対して指定された数を使用

しています。

24時間ごとに、仮想マシンの保護または保
護解除の時点で、このイベントはライセンス

の合計数がライセンスの容量を超えない場合

に投稿されます。
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権限イベント

権限イベントは、SRM 権限への変更についての情報を提供します。

表 9‑13.  権限イベント

タイプ 説明 内容

PermissionsAddedEvent SRM 上のエンティティ用に作成された権限。 エンティティ用の権限は、指定されたロール

を使用して作成されました。IsPropagate フ
ラグは、権限がエンティティ階層の下へ伝達

されているかどうかを示します。

PermissionsDeletedEvent SRM 上のエンティティから削除された権限
ルール。

エンティティに対する権限が削除されました。

PermissionsUpdatedEvent SRM 上のエンティティに対して変更された
権限。

示されているエンティティに対する権限が変

更されました。

SRM ログ ファイルの収集
SRM は、VMware サポートによる問題の診断に役立つ情報を含むログ ファイルを作成します。SRM ログ コレクタを使
用して、ログ ファイルの収集を簡素化できます。

SRM サーバとクライアントは、異なるログ ファイルを使用します。SRM サーバのログ ファイルには、サーバ構成に関す
る情報とサーバの動作に関連するメッセージが含まれます。SRM クライアントのログ ファイルには、クライアント構成
に関する情報とクライアント プラグインの動作に関連するメッセージが含まれます。SRM プラグイン ログは、vSphere
Client により作成された一般的なログの一部です。そのため、vSphere Client ログ ファイル（と vSphere ログ ファイ
ル）を収集すると、SRM プラグイン ログ ファイルも収集されます。SRM ログはファイルを収集または取得し、選択した
場所の圧縮（Zip）ファイルに収集します。

また、SRM では SRM ログ バンドルの一部として VRMS および VR ログを収集できます。SRM システムの一部である
vCenter Server および ESX Server のログには、SRM の問題を診断するときに役立つ情報も含まれていることがあります。

vSphere Client を使用した SRM ログ ファイルの収集
SRM では、単一のサイトからユーザー指定の場所に、SRM、VRM、VR、VC、ESX のログをダウンロードできます。こ
の情報を使用して、問題を理解し、解決してください。最善の結果を得るには、各サイトからログを収集してください。

手順

1 [サイト] をクリックして、サイトを選択します。

2 [サマリ] タブをクリックし、[システム ログのエクスポート] をクリックします。

3 ログ収集の設定を指定します。場所を選択すると、[次へ] をクリックできるようになります。

a [ダウンロード先] フィールドにパスを入力します。または [参照] をクリックして特定の場所を参照します。

フォルダを作成することも可能です。

b (オプション) [オプション] で、vSphere レプリケーション（VR）ログ データのダウンロードを無効にします。

デフォルトでは、VR システム ログはダウンロードされます。これらのログには、vSphere Replication Management
（VRM）、VR、およびレプリケーションのイベントに関する情報が含まれています。

[システム ログ バンドルのダウンロード] ウィンドウは、次に関する情報を表示します。

n 各ホスト システムのリスト、ダウンロードしたログ バンドルのステータス、およびその他の詳細情報。

n ログ バンドル ファイルの名前とターゲットに関する情報（[ダウンロードの詳細] に表示されます）。

このプロセスでは、クライアント ログは収集されません。クライアント ログは別途収集する必要があります。
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SRM サーバ ログ ファイルの収集
SRM サーバ ログ ファイルをログ バンドルに集めて、問題の診断に役立つ情報をまとめることができます。

手順

n [スタート] メニューから SRM サーバ ログ ファイルの収集を開始するには、次の手順を実行します。

a SRM サーバ ホストにログインします。

b [スタート] - [プログラム] - [VMware] - [VMware Site Recovery Manager] - [vCenter Site Recovery Manager
ログ バンドルの生成] を選択します。

n Windows コマンド ラインから SRM サーバ ログ ファイルの収集を開始するには、次の手順を実行します。

a SRM サーバ ホストで Windows コマンド シェルを起動します。

b ディレクトリを C:\Program Files (x86)\VMware\VMware vCenter Site Recovery
Manager\bin に変更します。

c 次のコマンドを実行します。

cscript srm-support.wsf

個々のログ ファイルは srm-support-<MM>-<DD>-<YYYY>-<HH>-<MM>.zip という名前のファイルに収集されま
す。ここで、<MM-DD-YYYY-HH-MM> は、ログ ファイルが作成された月、日、年、時間、および分を示します。

VRMS のデプロイ時に機能が使用できない
VRMS をデプロイするとき、使用できない機能に関するエラーが発生します。

問題

VRMS をデプロイするとき、使用できない機能に関するエラーが発生します。

原因

通常、このエラーは vCenter Management Webservices の一時停止または停止によって発生します。

解決方法

まず、vCenter Management Webservices を開始します。このサービスを開始できない場合、サーバで Tomcat が実
行されていることを確認します。サーバがインストールされているが実行されていない場合、サーバを起動します。Tomcat
サーバを起動しても問題が解決しない場合、vCenter Server に誤ったバージョンの Java がインストールされていること
が原因で問題が発生している可能性があります。

OVF パッケージは無効であるためデプロイできない
vSphere レプリケーション サーバの OVF をデプロイしようとすると、OVF パッケージ エラーが発生することがあります。

問題

vSphere Replication Management Server をデプロイしようとすると OVF パッケージは無効であるためデプロイできない と
いうエラーが表示されることがある。

原因

この問題は、vCenter Server のポートがデフォルトの 80 から変更されていることが原因です。

解決方法

可能であれば、vCenter Server のポートを変更して 80 に戻します。
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VRMS と SQL 間の接続エラーが解決できない
vSphere Replication Management Server (VRMS) と SQL との間に解決できない接続エラーがあります。

問題

VRMS から SQL に接続できず、この問題を解決するための情報が不十分である可能性があります。

原因

この問題はいくつかの問題により生じる場合があり、問題に関して最初に使用できる情報は解決法に影響するには不十分

です。

解決方法

1 ファイル管理ツールを使用して VRMS アプライアンスに接続します。

たとえば、SCP や WinSCP などを使用できます。VAMI への接続に使用する root アカウントを使用して接続します。

2 /opt/vmware/hms/logs にあるファイルを削除します。

3 VAMI に接続し、VRMS 構成を保存します。

このアクションは、SQL エラーが再作成されます。

4 VRMS アプライアンスに再接続し、/opt/vmware/vrms/logs にある hms.log ファイルを探します。

このログ ファイルには、発生したばかりのエラーに関する情報が含まれています。この情報を使用して接続の問題
をトラブルシューティングするか、この情報を VMware に提供して協力を要請します。

DB2 データベースで VRMS データベースの構成が失敗する
vSphere レプリケーションは、vSphere Replication Management Server (VRMS) データベースに一時テーブルを作
成します。DB2 データベースを使用する場合、追加の構成が必要となる場合があります。

問題

VRMS データベースへのログインに使用する VRMS ユーザー アカウントが一時テーブルを作成できない場合、VRMS の
構成が失敗して、VRMS データベースが不安定になり、レプリケーションに失敗する可能性があります。一時テーブルの
スペースがこのユーザー アカウント用に構成されていない場合、VRMS のログにはエラー メッセージが記録されます。

n javax.persistence.PersistenceException:org.hibernate.exception.SQLGrammarException
:could not insert/select ids for bulk delete

n DB2 SQL Error:SQLCODE=-204, SQLSTATE=42704

この問題は、DB2 データベースを使用する場合にだけ発生します。

原因

一時テーブルのスペースが、VRMS データベースへの接続に使用するユーザー アカウント用に構成されませんでした。
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解決方法

1 VRMS ユーザー アカウントが DB2 データベースに一時テーブルを作成できるかどうかを確認する SQL スクリプト
を実行してください。

declare global temporary table testtable(foobar integer) on commit preserve rows not
logged

スクリプトが正常に実行された場合は、さらに構成を行う必要はありません。失敗した場合は、次のようなメッセー

ジが表示されます。

A default table space could not be found with a page size of at least "4096" that
authorization ID "HMS_PROT" is authorized to use.SQLCODE=-286, SQLSTATE=42727,
DRIVER=4.11.69

2 スクリプトが失敗した場合は、一時テーブル スペースを構成する SQL スクリプトを実行します。

CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE tbsp_temp_hms_prot MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE
GRANT USE OF TABLESPACE tbsp_temp_hms_prot TO USER HMS_PROT
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