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本書の目的

本書は、FUJITSU Software Cloud Services Management V1.0.0(以降、本製品)のバックアップ・リストア時におけるサービス情報を復

旧するツールを利用する際に、必要な情報や注意事項について説明します。

 
本書の読者

本書は、Cloud Services Management V1.0.0におけるクラウドサービス統合運用部門として、Cloud Services Management V1.0.0 およ

び クラウドサービス・クラウド管理製品の運用を行っている方を対象に記述しています。

本書を利用するにあたって、Cloud Services Management V1.0.0およびクラウドサービス・クラウド管理製品に関する基本的な知識が必

要です。

 
本書の構成

本書の構成は以下のとおりです。

第1章 サービス情報の復旧

サービス復旧ツールについて説明しています。

第2章 インストール、アンインストール

インストール、アンインストール方法について説明しています。

第3章 コマンドリファレンス

本ツールの使用方法について説明しています。

第4章 メッセージ

メッセージの意味や対処方法について説明しています。

 
本書の表記

本書で使用している略称については、以下の表を参照してください。

 
正式名称 略称

FUJITSU Software Cloud Services Management Cloud Services Management

FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator ROR

FUJITSU Cloud A5 for Microsoft Azure Azure

Amazon Web Services AWS

 
輸出管理規制

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、

必要な手続きをおとりください。

 
商標

・ PRIMEQUEST、PRIMERGY、ServerView、InterstageおよびSystemwalkerは富士通株式会社の登録商標です。

・ Microsoft、Windows、Windows NT、Windows CE、Windows Vista、Windows Server、Windows Azure、SQL Azure、Win32、
Microsoft QuickBasic、MS、MS-DOS、MSN、Multiplan、またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft
Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・ Internet Explorer、Microsoft Internet Explorerロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標また

は商標です。

・ アマゾンウェブサービス、Amazon Web Services、Amazon EC2およびAmazon Web Servicesロゴは、Amazon.com,Inc.またはその

関連会社の商標です。
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・ Firefox、Firefoxロゴは、米国Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
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す。
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第1章 サービス情報の復旧

本章では、本製品を利用したシステムにおいて、管理サーバのリストア後に必要なサービス情報の復旧手順を説明します。

1.1 手順概要

ここでは、本手順書に記載されている手順が必要になるケースを説明します。

リソース構成は以下のように仮定します。

・ 業務システムx1

業務ID: gyoumu01

・ サービス(VM)x3

サービスID: serviceA1, serviceB1, serviceC1

1. 管理サーバで異常が発生する場合に備えて、管理サーバのバックアップを行います。

"Cloud Services Management 運用ガイド"の"4.2.1.1 バックアップ"を参照してください。

2. 管理サーバのバックアップ後、業務システムgyoumu01において以下の操作を行います。

a. 仮想マシンのサービスとして、serviceA2を登録

b. バックアップ前に存在していたserviceB1を削除

c. バックアップ前に存在していたserviceC1のインスタンスタイプを変更

3. 2の操作が完了後、管理サーバのディスク破損などで本製品が正常に動作しなくなった場合、1で採取したバックアップをリストア

します。

"Cloud Services Management 運用ガイド"の"4.2.1.2 リストア"を参照してください。

リストアによって、本製品のデータベースにserviceB1の情報と、変更前のインスタンスタイプであるserviceC1の情報が復元され

ます。しかし、serviceA2の情報は復元されません。クラウドサービス・クラウド管理製品側には、serviceA1, serviceA2, インスタン

スタイプ変更となっているserviceC1が存在し、serviceB1が削除された状態となっています。クラウドサービス・クラウド管理製品側

では、本製品のデータベースが破損しても影響を受けないためにこのような差分が発生します。このようにクラウドサービス・クラ

ウド管理製品と本製品のデータベース情報に不整合が発生した場合、本手順書で説明するサービス情報の復旧作業が必要に

なります。

 
サポート範囲

本手順書では、管理サーバのバックアップ採取後に以下の操作があった場合、管理サーバのリストアに合わせてサービス情報を復旧

します。

・ サービスの登録、変更、および削除

・ スナップショットの登録、および削除

 
前提条件

本手順を行う場合、以下の条件を満たす必要があります。

・ 本製品のバージョンが V1.0.0であること

・ 利用しているクラウドサービス・クラウド管理製品がROR、Azure、またはAWSであること

・ サービス情報の復旧作業はクラウドサービス統合運用部門で実施すること

 

 ポイント

本ツールでは、本製品による承認処理が行われずサービス情報の制御が行われます。
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 注意

・ 本ツールでは、リストアにより巻戻った分のサービスに関する料金データ復旧は実行できません。

・ 利用料金については、本ツールを実行した時点で登録／変更／削除が行われたものとして扱います。

・ 仮想マシンにおけるスナップショットの料金は、利用しているディスクサイズを基に算出されています。本ツールにおけるスナップ

ショット登録時には、指定したパラメーターに対して以下の計算式で算出されます。

<システムディスクサイズ>+<データディスクサイズ>×<データディスク数>

 
手順概要

復旧手順の概要と復旧作業量に起因する要因は以下の通りです。

 
No 手順 復旧作業量に影響する要因

1 利用者のアクセス制限

2 クラウドサービス・クラウド管理製品とのサービス情報差分の確認 サービス数

3 サービス情報の収集 復旧対象のサービス数

4 業務システム情報の復旧

5 サービス情報復旧用XMLファイルの作成 復旧対象のサービス数

6 復旧ツールのインストール

7 復旧ツールの実行 復旧対象のサービス数

8 利用者のアクセス制限の解除

1.2 管理サーバのリストアとサービスの復旧

ここでは、管理サーバのバックアップ採取後に、以下の操作があった場合について、管理サーバのリストア後、サービス情報を復旧す

る方法について説明します。

・ サービスの登録、変更、および削除

・ スナップショットの登録、および削除

1.2.1 利用者のアクセス制限

サービス情報の復旧作業中に、業務システム提供部門によるサービスに関する操作を防ぐために、以下いずれかの方法によって、利

用者のアクセスを制限してください。

・ 本製品のコンソールへのアクセスを環境に応じた方法で遮断する

・ 本製品の一部サービスのみを停止する

・ 以下の停止コマンドを実行します。

net stop "FUJITSU Software Cloud Services Management Web Server(GUI)"

1.2.2 クラウドサービス・クラウド管理製品とのサービス情報差分の確認

本製品のリストア後、fscsm_serviceコマンドによるサービス情報の出力を行います。また、クラウドサービス・クラウド管理製品側の情報

を確認し、サービス情報としての差分を抽出します。

fscsm_serviceコマンドについては、"Cloud Services Management 運用ガイド"の"5.2.6 サービス操作コマンド"を参照してください。

1.2.2.1 AWSの場合

AWSコンソールにログインし、EC2インスタンスおよびEBSボリュームのスナップショット情報を確認してください。
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本製品のサービス情報からのインスタンスの特定

本製品では、サービス情報の出力時、instanceManagementIdタグに、EC2インスタンスの以下の値を出力します。

 
インスタンスID: AWS上に登録されている仮想マシンのインスタンスID

リージョン名: 契約情報が参照しているベンダー定義ファイル内param_regionで指定されたものを使用。

書式は以下の通りです。

<インスタンスID>,<リージョン名>

例)

インスタンスID: i-5yghjukd

リージョン名: ap-northeast-1

上記の場合、XML出力される値は以下のとおりです。

i-5yghjukd,ap-northeast-1

 

 ポイント

EC2インスタンスのNameタグとして、本製品のサービスIDが設定されています。

 
本製品のサービス情報からのスナップショットの特定

本製品では、サービス情報の出力時、snapshotManagementIdタグに、EC2インスタンスの以下の値を出力します。

 
リージョン名: 契約情報が参照しているベンダー定義ファイル内param_regionで指定されたものを使用。

スナップショットID: AWS上に採取されているスナップショットのスナップショットIDを設定。

デバイス名: スナップショットを採取したディスクの仮想マシンでのデバイス名。

書式は以下の通りです。

<リージョン名>,<スナップショットID>,<デバイス名>[,<スナップショットID>,<デバイス名> ...]

例)

リージョン名: ap-northeast-1

スナップショットID: snap-djkkdjff

デバイス名: /dev/xvda

スナップショットID: snap-67yhjifd

デバイス名: /dev/sdf

上記の場合、XMLに出力される値は以下のとおりです。

ap-northeast-1,snap-djkkdjff,/dev/xvda,snap-67yhjifd,/dev/sdf

 

 ポイント

<スナップショットID>,<デバイス名>の組をディスク数分だけ繰り返した値となります。 AWS コンソール上スナップショットのdescription(説明)
に、対応するAWSのインスタンスのインスタンスIDが設定されています。

1.2.2.2 Azureの場合

Azure管理ポータルにログインし、Azure上のクラウドサービス、仮想マシン名の情報を確認してください。

本製品では、サービス情報の出力時、instanceManagementIdタグに、Azure上の仮想マシンにおける以下の値を出力します。

 
クラウドサービス名: Azureに登録した仮想マシン名。

仮想マシン名: Azureに登録した仮想マシン名。
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サブスクリプションID: AzureのサブスクリプションID。契約情報が参照しているベンダー定義ファイル内param_subscription_idパ
ラメーターで指定されたものを使用しています。

書式は以下の通りです。

<クラウドサービス名>,<仮想マシン名>,<サブスクリプションId>

例)

クラウドサービス名: vm01

仮想マシン名: vm01

サブスクリプションId: 4567fgh5-7ujk-78uk-bgt5-nbvjkityuigj

上記の場合、XML出力される値は以下のとおりです。

vm01,vm01,4567fgh5-7ujk-78uk-bgt5-nbvjkityuigj

1.2.2.3 RORの場合

RORコンソールにログインし、ROR上のL-Server名を確認してください。

本製品では、サービス情報の出力時、instanceManagementIdタグに、Azure上の仮想マシンにおける以下の値を出力します。

 
L-Server名: ROR上に登録したL-Server名。

書式は以下の通りです。

<L-Server名>

例)

L-Server名: lserver01

上記の場合、XMLに出力される値は以下のとおりです。

lserver01

1.2.3 サービス情報の収集

"1.2.2 クラウドサービス・クラウド管理製品とのサービス情報差分の確認"の過程において、クラウドサービス・クラウド管理製品側にのみ

存在しているような仮想マシン情報が存在する場合や、サービス情報におけるSLB、RDB情報について、業務システム提供部門へ、

サービス情報の復旧に必要となる情報を収集します。

1.2.3.1 復旧対象サービスが仮想マシンの場合

本製品から仮想マシンの配備完了通知が届いている業務システム提供部門に対して、復旧が必要なクラウドサービス・クラウド管理製

品側の情報を提供し、クラウドサービス統合運用管理部門では持ち得ない情報を提供してもらう必要があります。

業務システム提供部門に対して、仮想マシンに関連したサービス情報の収集が必要になるケースを説明します。

リストア後のリソース構成・差分情報は以下のように仮定します。

・業務システム数: 10

・各業務システム提供部門承認者または担当者数: 1業務システムあたり10

・本製品リストア後、クラウドサービス(AWS)にのみインスタンスが1個存在

a. クラウドサービス統合運用部門で、サービス情報の差分である、AWS側のインスタンスIDおよび、スナップショットを割り出しま

す。

b. 配備完了通知、払出完了メールが届いている承認者または担当者100人に対し、a. のインスタンスIDを連絡します。メールの本

文を確認してもらい、結果を連絡してもらうことで、復旧が必要であるサービスを利用している業務システム提供部門承認者また

は担当者を特定します。

c. 特定された業務システム提供部門承認者または担当者に対して、スナップショットの詳細情報を連絡し、復旧に必要なサービス

や仮想マシンに関連する情報をヒアリングします。
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d. c. の結果を基に、サービス情報復旧用XML情報をまとめます。

サービス情報の復旧に必要な情報と、情報を収集するために各部門で必要な作業は以下のとおりです。

 
No 必要な情報 業務システム提供部門へ依頼する作業 クラウドサービス統合運用部門作業

1 サービスID 配備完了時に本製品から通知されたメール

の提出を依頼します。

左記情報を収集し、サービスIDを特定

します。"1.2.2 クラウドサービス・クラウ

ド管理製品とのサービス情報差分の確

認"における仮想マシンの情報からも

特定できます。

2 サービス名 復旧対象サービスに設定したい任意のサー

ビス名の提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

3 業務システムID 復旧対象サービスを登録したい業務システ

ムのIDの提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

4 管理対象仮想マシンのID 配備完了時に本製品から通知されたメール

の提出を依頼します。

左記情報を収集し、"1.2.2 クラウドサー

ビス・クラウド管理製品とのサービス情

報差分の確認"での情報と比較するこ

とで、IDを特定します。

5 仮想マシンの状態 実際に利用している仮想マシンの電源投入

状態の提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

6 インスタンスタイプ情報 実際に利用している仮想マシンが利用して

いるCPU・メモリ情報の提出を依頼します。

左記情報を収集し、サービスを紐付け

ようとしている業務に設定されている

ServiceOptionを特定し、復旧ツール用

XMLへ反映します。

7 システムディスクイメージ情報 実際に利用している仮想マシンが利用して

いるOS種別の提出を依頼します。

左記情報を収集し、サービスを紐付け

ようとしている業務に設定されている

ServiceOptionを特定し、復旧ツール用

XMLへ反映します。

8 追加しているデータディスク数 実際に利用している仮想マシンが利用して

いるデータディスク数の提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

9 追加ディスクタイプ情報 実際に利用している仮想マシンが利用して

いるデータディスクのサイズの提出を依頼し

ます。

左記情報を収集し、サービスを紐付け

ようとしている業務に設定されている

ServiceOptionを特定し、復旧ツール用

XMLへ反映します。

10 スナップショットID情報

本製品を通して採取済みであるス

ナップショット毎に、以下11、12の
情報も必要です。

提供・確定したAWSインスタンスIDか

ら、スナップショット管理情報を特定し、

復旧ツール用XMLへ反映します。

AWSのインスタンスIDとスナップショッ

ト管理情報については、"1.2.2 クラウド

サービス・クラウド管理製品とのサービ

ス情報差分の確認"を参照してくださ

い。

11 10に対するスナップショットの表示

名

スナップショット表示名として設定したい任意

の文字列の提出を依頼します。

スナップショットID情報を特定した後、

AWSコンソールから確認可能である採

取元インスタンス情報・スナップショット

採取時間を業務システム提供部門へ

提供・左記情報を収集し、復旧ツール

用XMLへ反映します。

12 10に対するスナップショットのコメン

ト

スナップショットのコメントとして設定したい任

意の文字列の提出を依頼します。

1.2.3.2 復旧対象サービスがRDBの場合

業務システム提供部門に対して、復旧に必要な情報を提供してもらう必要があります。本製品のシステム外で通知済みであるRDBに
関する情報を再度業務システム提供部門へ提供し、情報を収集してください。
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N
o

必要な情報 業務システム提供部門へ依頼する作業 クラウドサービス統合運用部門作業

1 サービスID 復旧対象サービスに設定したい任意のサー

ビスIDの提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

2 サービス名 復旧対象サービスに設定したい任意のサー

ビス名の提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

3 業務システムID 復旧対象サービスを登録したい業務システ

ムのIDの提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

1.2.3.3 復旧対象サービスがSLBの場合

業務システム提供部門に対して、復旧に必要な情報を提供してもらう必要があります。本製品のシステム外で通知済みであるSLBに
関する情報を再度業務システム提供部門へ提供し、情報を収集してください。

 
N
o

必要な情報 業務システム提供部門へ依頼する作業 クラウドサービス統合運用部門作業

1 サービスID 復旧対象サービスに設定したい任意のサー

ビスIDの提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

2 サービス名 復旧対象サービスに設定したい任意のサー

ビス名の提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

3 業務システムID 復旧対象サービスを登録したい業務システ

ムのIDの提出を依頼します。

左記情報を収集し、復旧ツール用XML
へ反映します。

1.2.4 業務システム情報の復旧

サービス情報として収集した業務システムIDと、リストア後の本製品における業務システム情報を比較します。リストア後の本製品に存

在しない業務システムの復旧が必要である場合は、業務システム提供部門に必要な以下の情報をヒアリングし、業務システム操作コ

マンドによって復旧してください。

・ 業務システムID

・ 業務システムコード

・ 業務システム名

・ 業務システムが参照するメニューのメニューID

・ 運用オプションID

・ 業務システムの管理者用ユーザID

・ 業務システムが登録される組織の組織ID

・ 業務システムの説明

・ keypairファイルの名前(AWSの場合)

・ 業務システム登録日

業務システム操作コマンドやXMLファイル書式の詳細については、"Cloud Services Management 運用ガイド"の"5.2.5 業務システム操

作コマンド"を参照してください。

1.2.5 サービス情報復旧用XMLファイルの作成

復旧が必要なサービス情報単位に、本ツールに指定する復旧用XMLファイルを個別に作成します。

・ 新規に作成する必要があるサービス

－ XMLファイルの新規作成
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・ 変更する必要があるサービス

－ エクスポートしたサービス情報の編集

XMLファイルの書式については、"3.2 XMLファイル"を参照してください。

 

 ポイント

・ 本ツールでは、XMLファイルの記載誤りによる課金や、製品取り込み後からの意図しない操作を防ぐ目的で、一度の実行で1つの

サービス情報のみ復旧可能となっています。そのため、復旧対象サービス情報毎にXMLファイルを作成する必要があります。

・ 既存サービスへのfscsm_servicerecover modifyコマンドによる変更処理は、1つの情報のみ変更可能です。

－ 例) スナップショット情報を登録する場合は、事前に仮想マシン状態が停止となっている必要があります。「状態の停止」と「ス

ナップショット情報の登録」は同時に行えないため、それぞれを設定するXMLファイルを作成し、本ツールの引数として指定す

る必要があります。

1.2.6 復旧ツールのインストール

復旧ツールをインストールします。手順については"第2章 インストール、アンインストール"を参照してください。

1.2.7 復旧ツールの実行

復旧対象のサービス毎に本ツールを実行します。コマンドの詳細は"3.1 fscsm_servicerecoverコマンド"を参照してください。

 

 注意

復旧ツールに指定したXMLの内容が、実際に存在しない仮想マシンまたはオプションの組み合わせ等であっても、XML書式が正し

い場合は、本ツールによるサービス情報の登録・変更は可能です。実際に存在しない仮想マシン情報を指定し登録・変更した場合、

以後本製品を通した仮想マシンの操作が失敗します。

クラウドサービス・クラウド管理製品と指定したXML情報に差分がある場合でも、本ツールが正常終了した場合は、登録・変更された

サービス情報を基に課金されます。

1.2.7.1 AWSの場合

・ 本製品にのみインスタンスおよびスナップショットがサービスとして存在する場合

－ 本ツールを用いてサービスを削除することで、差分情報を復旧します。

－ サービス情報(サービスIDがserviceA1)を削除する場合

>fscsm_servicerecover delete -serviceId serviceA1 <RETURN>

・ AWSコンソールにのみインスタンス、スナップショットが存在する場合

－ 本ツールを用いてサービスを登録することで、差分情報を復旧します。

－ インスタンス、スナップショット情報を含んだサービス情報を登録する場合

>fscsm_servicerecover create -file addservice.xml<RETURN>

－ 本製品とAWSコンソールにおいて、構成やスナップショットに差分が確認された場合

－ 本ツールを用いてサービスを変更する、またはスナップショットの登録・削除を行うことで、差分情報を復旧します。

－ インスタンス情報、またはスナップショット増減状況を含んだサービス情報を変更する場合

>fscsm_servicerecover modify -file addsnapshot.xml<RETURN>
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1.2.7.2 Azureの場合

・ 本製品にのみ仮想マシンがサービスとして存在する場合

－ 本ツールを用いてサービスを削除してください。

－ サービス情報(サービスIDがserviceA1)を削除する場合

>fscsm_servicerecover delete -serviceId serviceA1 <RETURN>

・ Azure管理ポータルにのみ仮想マシンが存在する場合

－ 本ツールを用いてサービスを登録することで、差分情報を復旧します。

－ インスタンス情報を含んだサービス情報を登録する場合

>fscsm_servicerecover create -file addservice.xml<RETURN>

・ 本製品とAzure管理ポータルにおいて、構成に差分が確認された場合

－ 本ツールを用いてサービスを変更することで、差分情報を復旧します。

－ インスタンス情報を含んだサービス情報を変更する場合

>fscsm_servicerecover modify -file addsnapshot.xml<RETURN>

1.2.7.3 RORの場合

・ 本製品にのみL-Serverがサービスとして存在する場合

－ 本ツールを用いてサービスを削除してください。

－ サービス情報(サービスIDがserviceA1)を削除する場合

>fscsm_servicerecover delete -serviceId serviceA1 <RETURN>

・ RORコンソールにのみL-Serverが存在する場合

－ 本ツールを用いてサービスを登録することで、差分情報を復旧します。

－ インスタンス情報を含んだサービス情報を登録する場合

>fscsm_servicerecover create -file addservice.xml<RETURN>

1.2.8 利用者のアクセス制限の解除

サービス情報の復旧作業完了後、業務システム提供部門によるサービスに関する操作を再開するため、"1.2.1 利用者のアクセス制

限"にて実施した方法に対応した以下いずれかの方法により、利用者のアクセスを再開してください。

・ 環境に応じた方法で遮断していた本製品のコンソールへのアクセスを再開する

・ 本製品の一部サービスのみを起動する

・ 以下の起動コマンドを実行します。

net start "FUJITSU Software Cloud Services Management Web Server(GUI)"
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第2章 インストール、アンインストール

2.1 インストール

2.1.1 手順

本ツールとして提供されているzipファイルを解凍します。csm_service_recover_toolフォルダが生成されます。展開された

csm_service_recover_toolフォルダを、下記のフォルダ配下にコピーします。

%FSCSM_HOME%\sys\bin

 

 ポイント

FSCSM_HOMEは、本製品のインストール先ディレクトリの絶対パスを指定する環境変数です。

例: C:\Fujitsu\FSCSM

2.1.2 ファイル構成

インストール後、以下のファイル構成となります。

%FSCSM_HOME%\sys\bin\csm_service_recover_tool

  ├ fscsm_servicerecover.bat          ----------  起動用バッチファイル

  ├ lib\csm-cli-service-recover.jar   ----------  ツール本体プログラム

  ├ conf\csm_cli_service_recover.xml  ----------  定義ファイル

  └ conf\cli\win\usage\fscsm_servicerecover_usage.txt --- usage用text

2.2 アンインストール

2.2.1 手順

以下のフォルダおよび配下のファイル全てを削除してください。

%FSCSM_HOME%\sys\bin\csm_service_recover_tool
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第3章 コマンドリファレンス

ここでは、各コマンドの使用方法を説明します。コマンドを表記するにあたり、以下のように表示しています。

・ 斜体：可変部分

・ []：省略可能な部分

・ |：いずれかを入力する

・ ＞：コマンドプロンプトのカーソル部分

・ <RETURN>：リターンキー押下

各コマンドの実行時に表示されるメッセージについては、"第4章 メッセージ"を確認してください。

3.1 fscsm_servicerecoverコマンド

Cloud Services Management V1.0.0で管理しているサービス情報の確認は、fscsm_serviceコマンドを利用してサービス情報をXML形
式のファイルに出力し、確認可能です。詳細は、"Cloud Services Management 運用ガイド"の"5.2.6 サービス操作コマンド"を参照して

ください。

クラウドサービス・クラウド管理製品情報の確認は、各管理コンソール等から確認してください。

コマンド名

fscsm_servicerecover

形式

fscsm_servicerecover create -file input-file

fscsm_servicerecover modify -file input-file

fscsm_servicerecover delete -serviceId serviceID

機能説明

サービス情報の登録/変更および削除を行います。

サブコマンド

create -file input-file

サービス情報を登録します。このコマンドを実行し登録できるサービス情報は1つです。

input-fileには、登録対象となるサービス情報を記載したファイル名を指定します。ファイルの形式については、1.3.2 XMLファイ

ル を参照してください。

modify -file input-file

サービス情報を変更します。このコマンドを実行し変更できるサービス情報は1つです。

input-fileには、変更対象となるサービス情報を記載したファイル名を指定します。ファイルの形式については、1.3.2 XMLファイ

ル を参照してください。

delete -serviceId serviceID

サービス情報を1つ削除します。

serviceIDには、削除対象となるサービスIDを指定します。

コマンドを実行する権限

上記コマンドは、OSの管理者権限(Administrator)を持つアカウントで実行する必要があります。上記コマンドは、Cloud Services
Managementの組織／ユーザーの権限に依存しません。承認なしで実行できます。
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コマンドを実行する場所

上記コマンドは、Cloud Services Managementが動作している管理サーバで実行する必要があります。また、上記コマンドは以下の

ディレクトリに配置されています。このディレクトリへ移動して、コマンドを実行してください。

%FSCSM_HOME%\sys\bin\csm_service_recover_tool

使用例

－ サービス情報を登録する場合

>fscsm_servicerecover create -file addservice.xml<RETURN>

－ サービス情報を変更する場合

>fscsm_servicerecover modify -file upservice.xml<RETURN>

－ サービスIDがvm-01のサービス情報を削除する場合

>fscsm_servicerecover delete -serviceId vm-01 <RETURN>

3.2 XMLファイル

サービス復旧コマンドでXMLを利用するコマンド種類は、2種類です。

・ サービス情報登録

・ サービス情報変更

以降では対応したXMLファイルの形式について説明します。

XMLの要素は、下記の階層構造で指定する必要があります。

サービスが仮想マシンの場合
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<services>

    <service>

        <serviceId>サービスID</serviceId>

        <serviceName>サービス名</serviceName>

        <bizSystemRId>業務システム情報のリソースID</bizSystemRId>

        <serviceType>VM</serviceType>

        <instances>

            <instance>

                <instanceManagementId>管理対象仮想マシンのID</instanceManagementId>

                <instanceTypeId>インスタンスタイプ</instanceTypeId>

                <status>仮想マシンの状態</status>

                <systemdiskImage>システムディスクイメージ</systemdiskImage>

                <datadiskNum>追加データディスク数</datadiskNum>

                <datadiskType>追加ディスクタイプ</datadiskType>

                <snapshots>

                     <snapshot>

                          <snapshotManagementId>スナップショットID情報</snapshotManagementId>

                          <snapshotName>スナップショットの表示名</snapshotName>

                          <comment>スナップショットのコメント</comment>

                          <snapshotDate>スナップショットの採取日時</snapshotDate>

                     </snapshot>

                </snapshots>

            </instance>

        </instances>

    </service>

</services>

サービスがRDB, SLBの場合
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<services>

    <service>

        <serviceId>サービスID</serviceId>

        <serviceName>サービス名</serviceName>

        <bizSystemRId>業務システム情報のリソースID</bizSystemRId>

        <serviceType>RDB または SLB</serviceType>

        <instances/>

    </service>

</services>

XML要素の説明

・ <instances><instance>は、<service>に一つだけ指定可能です。

・ <snapshot>は、<instance>に複数指定可能です。

・ <snapshots>タグを省略した場合、登録時はスナップショット情報が登録されません。変更時は既存のスナップショットが削除されま

す。

・ <snapshots/>または、<snapshots></snapshots>と指定した場合、登録時はスナップショット情報が登録されません。変更時は既存

のスナップショット情報が削除されます。

各要素の詳細を以下表で説明します。

 
要素の内容

（「要素名」または「要素名 属性」)
省略可否 登録、変更時の指定値と書式に関する説明

登録時 変更時

サービスID
(serviceId)

○ ○

※１

先頭は半角英字(小文字)、半角英数字(小文字)で構成された3～
15文字の文字列を指定します。他のサービスIDと重複不可、変更

は行えません。

サービス名

(serviceName)
○ ○

※６

全角半角に関係なく1～64文字の文字列を指定します。

業務システム情報のリソースID
(bizSystemRId)

○ ○

※１

登録されている業務システム情報のリソースIDを指定します。

既に存在する業務システム情報のリソースIDを整数値8桁以内で

指定してください。

既存の業務システム情報のリソースIDは、業務システム情報出力

コマンドを実行して取得してください。

サービスタイプ

(serviceType)
○ ○

※１、５

以下いずれかの値を指定してください。

 
値 説明

VM 仮想マシン

SLB SLB

RDB RDB

管理対象仮想マシンのID
(instanceManagementId)

○ ○

※１

クラウドサービス・クラウド管理製品側の情報を指定します。詳細

は"1.2.2 クラウドサービス・クラウド管理製品とのサービス情報差分

の確認"を参照してください。

先頭はカンマ(',')以外で、英数字(半角)、 "-", "_", ",", ".", "/"で構

成された1～1024文字の文字列を指定します。

インスタンスタイプ

(instanceTypeId)
○ ○

※２、６

業務に紐付くメニューのoptionType=vmであるserviceOptionの
optionIdを指定してください。

仮想マシンの状態

(status)
○ ○

※６

以下いずれかの値を指定してください。

 
指定する値 説明

running 起動中
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stopped 停止中

システムディスクイメージ

(systemdiskImage)
○ ○

※１

業務に紐付くメニューのoptionType=imageであるserviceOptionの
optionIdを指定してください。

追加データディスク数

(datadiskNum)
○ ○

※２、６

半角0-99999999の整数を指定します。

追加ディスクタイプ

(datadiskType)
△ △

※２、４、

６

業務システムに紐付くメニューのoptionType=diskである

serviceOptionのoptionIdを指定してください。

datadiskNumの値が1以上の場合は必須です。

スナップショットID情報

(snapshotManagementId)
△

※３

△

※３

クラウドサービス・クラウド管理製品側の情報を反映する必要があ

ります。詳細は"1.2.2.1 AWSの場合"を参照してください。

先頭がカンマ(',')以外で始まり、カンマ(',')を一度以上含み、英数

字(半角)、 "-", "_", ",", ".", "/"で構成された1～1024文字以内の文

字列を指定します。

snapshotタグに対して省略できません。また、全てのサービス内に

おいて重複できません。

変更処理においてスナップショットを登録する場合は、事前に仮

想マシンの状態がstoppedである必要があります。

スナップショットの表示名

(snapshotName)
△

※３

△

※３

全角半角に関係なく1～64文字の文字列を指定します。

snapshotタグに対して省略できません。

また、既に存在するsnapshotManagementIdに対して変更は行えま

せん。

スナップショットのコメント

(comment)
△

※３

△

※３

全角半角に関係なく0～256文字の文字列を指定します。

snapshotタグに対して省略できません。

また、既に存在するsnapshotManagementIdに対して変更は行えま

せん。

スナップショットの登録日時

(snapshotDate)
△

※３

△

※３

既に存在するsnapshotManagementIdに対して変更は行えません。

snapshotタグに対して省略できます。指定した場合でも、本ツール

実行時の時刻が利用されます。

「省略可否」列の記号は以下を参照してください。

○：指定必須

△：省略可

×：指定不可

※１: 変更不可

※２: クラウドサービス・クラウド管理製品としてRORを利用している場合、変更できません。

※３: 指定した業務が紐付いているメニューにおいて、optionTypeがsnapshotとなっているserviceOptionが指定されている場合、スナッ

プショットの登録・削除が可能です。スナップショット情報の登録あるいは削除を行う際は、既に登録済であるスナップショット情報を含

めたXML情報を記載してください。

例1) 既に1つスナップショットが存在し、2つ登録する場合、<snapshot></snapshot>の定義を合計3つ指定する

例2) 既に2つスナップショットが存在し、1つ削除する場合、残したい<snapshot></snapshot>の定義を1つ指定する

サブコマンドmodifyによるスナップショット情報の登録を行う際、仮想マシンの状態は事前に"stopped"となっている必要があります。

※４: Cloud Services Management管理情報上、データディスク数が0の場合のみ、変更可能です。

※５: 指定した業務が紐付いているメニューにおいて、optionTypeがslbになっているserviceOptionが指定されている場合、SLBを指定

可能です。指定した業務が紐付いているメニューにおいて、optionIdがrdbになっているserviceOptionが指定されている場合、RDBを
指定可能です。
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※６: いずれか一つしか変更できません。
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第4章 メッセージ

4.1 FSCSMで始まるメッセージ

処理が正常終了または異常終了した場合、FSCSMで始まるメッセージが表示されます。詳細については、"Cloud Services Management
メッセージ集"の"2.3 FSCSMで始まるメッセージ"を参照してください。

本ツールにおいて出力されるfscsm3006メッセージについて、以下に記載します。

 
ERROR: fscsm3006: Data inconsistent.

メッセージの意味

ファイル内の値に誤りがあるため、処理を中断しました。

システムの処理

コマンドを中断します。

原因

パラメーター、または、使用したファイル内の値に誤りがあります。

－ サービス復旧ツール操作コマンド

- XMLで指定したパラメーターの文字種/文字長/パターンに問題がある

- XMLで指定した、参照先のId/RIdが存在しない

- XMLで省略不可のパラメーターが省略されている

- XMLで変更不可のパラメーターを変更している

- XML内に同じIdのリソースが複数存在する

- 登録コマンドにおいて、XMLで登録済みのIdを指定している

- 変更コマンドにおいて、複数のリソースを変更している

- 登録コマンドにおいて、複数のリソースを指定している

- 登録コマンドにおいて、既に本製品に登録済である管理対象仮想マシンIDを指定している

- 登録/変更コマンドにおいて、サービスタイプに仮想マシンを指定しているが、<instances>、<instance>タグが存在しな

いXMLを指定している

- 登録/変更コマンドにおいて、サービスタイプに仮想マシンを指定しているが、<instance>タグによる情報を複数指定し

ている

- 登録/変更コマンドにおいて、サービスタイプにSLBまたはRDBを指定しているが、<instance>タグによる情報を指定し

ている

- 登録/変更コマンドにおいて、利用したい構成オプションが関連付いていない業務システムを指定している

- 登録/変更コマンドにおいて、紐付くメニューがSLB操作未対応の業務システムを指定している

- 登録/変更コマンドにおいて、紐付くメニューがRDB操作未対応の業務システムを指定している

- 登録/変更コマンドにおいて、紐付くメニューが仮想マシン操作未対応の業務システムを指定している

- 登録/変更コマンドにおいて、紐付くメニューがスナップショット未対応の業務システムを指定している

- 登録/変更コマンドにおいて、不適切な構成オプションのoptionIdを指定している

- 変更コマンドにおいて、複数スナップショット情報として、重複したスナップショットID情報を指定している

- 変更コマンドにおいて、一度の操作で同時に変更できない情報を、複数指定している

対処方法

パラメーターまたは使用したファイル内の値を"3.2 XMLファイル"を参照および修正し、再度実行してください。
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