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VMware vCloud Availability 3.0

概要

VMware vCloud Availability は、マルチテ
ナント クラウド環境において、オンプレミス
からクラウドまたはクラウド間で費用対効果
に優れたシンプルかつセキュアなオンボー
ディング、移行、ディザスタ リカバリのサー
ビスを実現します。クラウドベースのディザ
スタ リカバリは、クラウド サービスのなか
でも急速に成長している市場セグメントの  

1 つであり、クラウド プロバイダーは vCloud 

Availability3.0 によって、急増する需要に応え
ることができます。また、クラウド モデルに
対する企業の抵抗感が次第に払拭され、クラ
ウドへの潮流が形成されているため、VCPP 

クラウド プロバイダーには、vCloud 環境への
ワークロードの移行というビジネス チャンス
も生まれています。

VMware Cloud Provider Platform の一部
である VMware の新しい統合型可用性 

ソリューションは、顧客のクラウドへのオン
ボーディングを大幅に簡素化し、継続的な 

可用性とリカバリを実現し、ビジネスの俊敏性
を提供します。

主なメリット

シンプルさ
使い慣れたツールを使用して統合管理を実現
する統合ソリューション。

• vCloud Director と緊密に統合。

• vCloud Director に統合された、シンプル
で効率的かつ直感的に使用できる最新の 

HTML 5 インターフェイス。

• テナント ユーザーおよびサービス プロバ
イダー ユーザー向けのシンプルな RBAC

（ロールベースのアクセス コントロール）
ポータル。

• アプライアンスによるシンプルな展開。専用
の UI による管理機能の提供。

• テナント ユーザー向けのモダンな HTML 5 

VMware vSphere® プラグイン。

主な機能

オンボーディングおよび移行のための包括的機能
• インベントリの自動収集：組織の仮想データセンター、保護されていない vApp と保護されて
いる vApp、基盤となる仮想マシン、ストレージ プロファイル、仮想データセンター ネット
ワーク。

• セルフサービスによるオンプレミスからクラウド、クラウドからオンプレミスへの仮想マシン
の移行、またはクラウドをまたいだ vCloud Director インスタンス間での vApp および仮想
マシンの移行。

• オンプレミスからクラウドおよびクラウド間のシナリオに対応する、オンボーディングおよび
ディザスタ リカバリのマネージド サービス。

ディザスタ リカバリ サービス オーガニゼーション コントロール
• ホワイトリストに登録されたアクティベーション制御対象のサービスはデフォルトで無効に
なっているため、顧客にディザスタ リカバリをアップセル可能。オーガニゼーション コント
ロールには、最短の目標復旧ポイント（RPO）、スナップショット、レプリケーションなどが
含まれ、階層型のテナント向けディザスタ リカバリ サービスの提供をサポートする。

オンプレミスからクラウドおよびクラウド間のディザスタ リカバリ 
• vApp のレプリケーション、移行、フェイルオーバー、フェイルバックの自動化と、フェイルオー
バー後の処理を顧客が自動化可能。

サービス レベル アグリーメントの保証
• vSphere 6.5 以降で 5 分の RPO。プロバイダー側で顧客ごとにフル カスタマイズが可能。

• 目標復旧時間（RTO）：仮想マシンの起動にかかる時間。

サービス プロバイダーによる導入後の運用と監視 
• ディザスタ リカバリ サービスをポリシー ベースで管理。

• 新しいデータセンターを構成する場合など、1 つの vCloud Director から別の vCloud Director 

にテナントを移行。

• メンテナンスを実行する必要がある場合は、一時的にワークロードを別の vCloud Director 

サイトに移動。
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VMware 製品との緊密な連携 
• Cloud Provider Platform の主要なコンポーネントにより、差別化されたサービスを提供可能。

• 新しいリリースではクラスタ データストアをサポートしているため、クラスタ データストア
へのストレージの移行が可能。

• vCloud Director の Edge クラスタのサポートにより、vCloud Director 環境でのパフォー
マンスを最適化。

サポート 
VMware は、vCloud Availability のすべてのお客様にサブスクリプション サービス サポート
を提供しています。これには、ご利用中のサービスのサポートのほか、スペシャリストによる
オンボーディング支援が含まれます。ご希望のお客様には、導入を開始するうえでのベスト  

プラクティスを提供するプロフェッショナル サービスもご用意しています。

購入方法
VMware vCloud Availability 3.0 はサブスクリプションベースの利用モデルとなっており、 
保護対象の仮想マシン単位の月額料金でご利用いただけます。

システム要件

ハードウェア ホスト 
クラウド サービス プロバイダーは、クラウド環境で次のコンポーネントを実行している必要が
あります。

• VMware vCenter Server® 6.5 U1 および 6.0 U3。

• vCloud Director 8.20、9.0.x、9.1（vCloud Availability のクラウド間 UI を vCloud Director 

の内部で利用するためにはバージョン 9.1 が必要。これより前のバージョンでは個別の UI を
使用）。

• vCloud Availability 3.0 は、サポートされている vCloud Director for Service Providers 

のバージョンと相互運用可能なすべての VMware NSX® のバージョンをサポート。

• お客様向けの vCloud Director 仮想データセンター（vDC）。

• vCloud Director インスタンス間の高速なネットワーク接続。

VMware vSphere Replication は、vCloud Director を含むサポートされているすべての 

VMware Cloud Provider Program バンドルに追加コストなしで含まれています。

サービス プロバイダーのシステム要件と相互運用性については、vCloud Availability のドキュ
メントを参照してください。
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優れた費用対効果
焦点を絞った機能と緊密な連携により、競争力
のある料金設定のソリューション。

• テナントのセルフサービスによる仮想マシン
/vAPP 単位での保護、フェイルオーバー、
フェイルバックのワークフロー。

• VMware vSphere® ReplicationTM からの
ストレージの分離。

• ほかの代表的な DRaaS 製品と比較して価格
競争力が高いため、プロバイダーは柔軟な
料金設定が可能。

セキュリティ
保存データまたは転送中データの暗号化 

機能。

• 組み込みのレプリケーション トラフィック
の圧縮機能とエンドツーエンドでの TLS  

暗号化機能をオプションで利用可能。

• 組み込みの vSphere 暗号化機能（保存 

データ用）。

詳細情報

パートナー様向け
パートナーに関する詳細は、VMware Cloud 

Provider Partner Program の Web ページ
を参照してください。

https://www.vmware.com/jp/partners/

service-provider.html 

お客様向け
vCloud Availability の詳細については、製品
ページをご覧ください。

https://www.vmware.com/jp/products/

vcloud- availability.html 

ディザスタ リカバリ サービスを支援する
パートナーをお探しのお客様は、ガイド付き
検索機能でお近くのプロバイダーを検索して
ください。

https://cloud.vmware.com/providers/jp/

guided-search
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