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第二回: vCloud Availability 2.0 What's New (DR as a Service)

2018 年 2月 22日

14:00より開始いたします。しばらくお待ちください。

ミュートを解除する場合は「*0」を押してください。
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VMware vCloud Availability for 
vCloud Director 概要



VMware vCloud Availability for vCloud Director
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クラウド プロバイダ
vCloud Director

vSphere Replication ベース
の DR または

マイグレーション

オンプレミス
vSphere

v

DR2C サービスを提供



VMware vCloud Availability for vCloud Director とは
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vSphere Replication の技術を活用

vCloud Availability のメリット

シンプルな DR2C サービスを提供

• vSphere 5.1 から 6.5 までの幅広いバージョン
をサポート

• vSphere Web Client に統合された UI
（プラグイン）

• vCloud Availabilityポータルによるセルフ
サービス

• ESXi ホストへの追加 agent は必要なし
–既存資産をそのまま活用可能

• ビルトインのセキュアなネットワーク接続

• 最小限の投資で DR 構築可能

ユーザのデータセンタとクラウド プロバイダ
のリカバリサイト間で DR を提供

15+ 分の RPO

vSphere から vCloud Director へ
移行と DR サービスを提供



vCloud Availability のメリット
- 最小限の投資で DR 構築可能 -
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従来
（vSphere to vSphere の DR）

vSphere vSphere

Production Site Recovery Site

Servers ServersArray-based

replication

vSphere

Replication

Site Recovery Manager Site Recovery Manager

• 2 倍のリソースが必要（SRM）

• 両サイトのバージョンは同一

• リカバリサイトは、シェアードリソースである
ため、最小限のコストで提供、構築が可能

vSphere

Production Site

Servers

vSphere

Replication

vSphere Replication

Recovery Site

vCloud Availability

+  vCloud Director

Shared Resource

vCloud Availability の
DR サービス



VMware vCloud Availability for vCloud Director 構成概要
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vCenter

ESXi ESXi ESXi

VSAN Datastore

NSX
(optional)

vSphere Replication Appliance

オンプレミス

クラウドプロバイダ

vCenter

ESXi ESXi ESXi

VSAN Datastore

NSX

vRCS
vRCS

vRCS

vRMS vRMS

vRMS vRMS vRMS

vCloud Avilability

vCloud Director

vCloud Director Portal vCloud Availability Portal

インターネット



vSphere Web Client に統合された UI

これまでナレッジをベースに一貫性を持った管理
と運用が可能

• vSphere Web Client の vSphere 
Replication プラグインとして提供

• シングルインターフェイスで共通管理

• “コンソールホッピング“
（様々なコンソールを渡り歩く）必要無し
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vSphere Replicationプラグイン

vSphere Replicationの各種設定DR 設定する VM を右クリック

すべてのアクション

DR 設定



複数の特定時点でのリカバリ
（Multiple Point in Time Recover）

複数の時点へフェイルオーバするポイントを
提供

• 最大 24 個のレストアポイント

• フェイルオーバ時にレストアポイントを選択可能

• 最大 24 日前のレプリケーションポイントを
設定可能
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9:00am

8:45am

8:30am

RPO 設定で最大 24 の
リカバリスナップ
ショットから選択

8:15am

8:00am

4:15am



フェイルバック

• フェイルオーバ後に、フェイルバックが
可能

• クラウドからレプリケーションを行い、
オンプレミスへのフェイルバック

• 同じ vSphere Replication ワーク
フローを利用
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オンプレミス
(PRIMARY)

クラウド プロバイダ
(RECOVERY)

FAILBACK

FAILOVER

DR 
インスタンスvSphere Replication



ビルトインの暗号化によるセキュアなレプリケーション

• オンプレミスとクラウドプロバイダ間のレプリケーショントラフィックの暗号化を提供
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vSphere  
5.1, 5.5u2
5.5u3,6.x

vSphere
Replication

アプライアンス
インターネット

vCloud
Director

(Cloud Proxy)

vCloud Director
9, 8.20, 8.10

ESXi 6.x



保護対象の仮想マシンは vCenter または
vCloud Availability ポータルから閲覧・操作可能
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test

test

test

test

vSphere Web Client

vCloud Availability ポータル



互換性情報

• クラウド プロバイダ サイト

– vCAV2.0 でサポートしている
vCloud Director for Service Provider

• 9.0.0.2

• 8.20

• 8.10, 8.10.1

– vCenter Server, ESXi

• 6.5，6.5U1

• 6.0U2, 6.0U3

• 5.5U3

• オンプレミス

– vCAV2.0 でサポートしている
vSphere Replication

• 6.5

• 6.1*1

• 6.0*1

• 5.6.x *1,*2 、5.8.x *1,*2
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*1）5分 RPOは不可
*2）Failback、MPITは不可



リソース

• ドキュメント

– vCloud Availability
https://docs.vmware.com/en/vCloud-Availability-for-vCloud-
Director/2.0/com.vmware.vcavcd.install.config.doc/GUID-D2F5D059-E61E-4EAB-AE81-
DF8098E9EB7A.html

– vSphere Replication
https://www.vmware.com/jp/support/support-resources/pubs/vsphere-replication-
pubs.html

• VMware blog

– https://blogs.vmware.com/vcloud/2017/10/vmware-announces-vcloud-availability-vcloud-
director-2-0.html

• 互換性ガイド

– https://www.vmware.com/support/vcloud-availability-for-vcd/doc/vcloud-availability-for-
vcd-20-interop.html
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https://docs.vmware.com/en/vCloud-Availability-for-vCloud-Director/2.0/com.vmware.vcavcd.install.config.doc/GUID-D2F5D059-E61E-4EAB-AE81-DF8098E9EB7A.html
https://www.vmware.com/jp/support/support-resources/pubs/vsphere-replication-pubs.html
https://blogs.vmware.com/vcloud/2017/10/vmware-announces-vcloud-availability-vcloud-director-2-0.html
https://www.vmware.com/support/vcloud-availability-for-vcd/doc/vcloud-availability-for-vcd-20-interop.html


vCloud Availability による
DR サービス 構築概要



vCloud Availability サービス提供方法
（クラウド プロバイダ側が準備）

• 前提

– vCloud Director ベースでサービスを
提供している

• 専有サービス

• シェアードサービス などなど

• サービス開始まで

– vCloud Availability のインストール

1. vCloud Availability installer ovf デプロイ

2. インストーラーから各種コンポーネントの
自動デプロイ

3. vCD との接続設定

• ユーザとの vCloud Availability サービス
契約後

– ユーザテナントと vCloud Availability 
サービスの接続設定
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クラウドプロバイダ

vRCS
vRCS

vRCS

vRMS vRMS

vRMS vRMS vRMS

vCloud Avilability

vCenter

ESXi ESXi ESXi

VSAN Datastore

NSX

vCloud Director

vCloud Director Portal vCloud Availability Portal



vCloud Availability サービス利用方法
（ユーザ側が準備）

• 前提

– オンプレに vSphere 環境がある

• サービス利用まで

1. vCloud Availability の契約

2. vSphere Replication ovf デプロイと vC との接続

3. クラウドプロバイダ側 vCloud Availability との接続
設定

• サービスの利用

– 各 VM 毎に DR の設定
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vCenter

ESXi ESXi ESXi

VSAN Datastore

NSX
(optional)

vSphere Replication Appliance

オンプレミス



vCloud Director ポータル（クラウド プロバイダ UI）
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vCloud Availability ポータル（クラウド プロバイダ UI）
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vCloud Availability ポータル
vCloud Directorの組織（テナント）管理ユーザでログイン



vSphere Web Client（オンプレミス UI）
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Demo：VM の DR 設定
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レプリケーションの構成

VM を右クリック

レプリケーション先のクラウドプロバイダを選択

クラウドプロバイダ側で提供されている
ストレージポリシーを選択

レプリケーション時にゲスト OS 静止を行うかの設定（要 Tools）

レプリケーション時にネットワーク圧縮を行うかの設定RPO の設定（最大 24 時間）

Point in Time Recovery の設定（最大 24 個、 24 日間、24 インスタンス以下）
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レプリケーション開始
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レプリケーションされた VM



Demo：テストリカバリ
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テストリカバリ開始
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テストフェイルオーバし、VMの電源がON



Demo：フェイルオーバ
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フェイルオーバをクリック

仮想マシンをクリック

スタートをクリック

フェイルオーバがスタートフェイルオーバ完了フェイルオーバ完了
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クラウドへフェイルオーバし、VMの電源がON



Demo：計画移行
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フェイルオーバ開始

VM 電源 OFF
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フェイルオーバし、VMの電源がON



Demo：フェイルバック
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レプリケーションの反転

Reversed タブにフェイルバックする VM が表示される

フェイルバック
開始
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フェイルバック
した VM



vCloud Availability 2.0 what‘s new



vCloud Availability 2.0 what‘s new

• 5 分の RPO

– 5 分から 24 時間の RPO が設定可能

• 自動化されたインストーラー

– クラウド プロバイダ側における vCloud Availability の容易なインストール

• クラウド プロバイダ ポータル（vCloud Availability Portal）の
エンハンスメント

– Tenant Impersonation feature

– レプリケーションの再構成時に新しい RPO が設定可能

– パフォーマンスとユーザビリティの向上

• vSphere 6.5 サポート

– クラウドサイトにおける vSphere 6.5 のサポート

• シームレスなアップグレード
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自動化されたインストーラー

• vCloud Availability のインストール（クラウド プロバイダ側）は数ステップで完了

1. vCloud Availability インストーラー OVF デプロイ

2. Registory ファイルへ設定項目を記載

3. vcav コマンドによりインストール開始

4. vCD org へ vSphere Repliation ロールの追加とテナントアドミンへのロール付加
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# General options to affect all behavior

DISABLE_CERTIFICATE_VALIDATION = 1

NTP = 192.168.110.10

SSH_PASSWORD = VMware1!

# A vSphere host for hosting provider side components

vsphere vc.mgmt.

address vcsa-01a.corp.local

api-port 443

api-user                  administrator@vsphere.local

…

# The VCD cell to use for configuration

vcd vcd.0

address                   vcd-01a.corp.local

api-port                  443

api-user                  Administrator@System

…

Registryファイル

# vcav prevalidate

….

# vcav resume

….

….

Installed successfully

#

vcavコマンドによるインストール



vCloud Availability と
vCloud Director Extender との違い



vCloud Availability と vCloud Director Extender との違い
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vCloud Director Extender vCloud Availability

ユース
ケース

マルチテナントクラウドへの
ワークロードの移行
（vCenter to vCloud Director）

クラウドベースの災害対策
（vCenter to vCloud Director）

提供機能 ワークロードの移行
・ Warm/Cold マイグレーション

データセンターエクステンション
・ L2 ネットワーク延伸

災害対策
・vSphere レプリケーションを利用したマ
ルチテナント型 DR サービス
・ Warm/Cold マイグレーション

ライセンス エンドユーザー
・ 無償の vCenter プラグイン
・ vCenter 6.0+
・ NSX はオプショナル
プロバイダー
・ 追加費用なし（vCloud Director が利用
可能なバンドルライセンスは必要）

エンドユーザー
・ 無償の vCenter プラグイン
・ vCenter 5.1 – 6.5
・ NSX はオプショナル
プロバイダー
・ 18 pts ／保護対象VM・月



Q&A



いただいたQ&A

Q1. vCloud Availabilityを利用する場合いくらかかるのか？

A1. プロテクトしているVM毎に18ポイント/月 かかります。

Q2. vCloud AvailabilityだとL2延伸はできないのか？

A2. vCloud Availability単体だとできないので、NSXのコンポーネントが必要です。



ご清聴ありがとうございました

次回は

2018年3月22日（木）14:00～を予定しております。

是非ご参加ください。


