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Azure / AVS向けのネットアップハイブリッドマル
チクラウドソリューション

ワークロードの保護

ANFとJetStreamを使用したディザスタリカバリ

クラウドへのディザスタリカバリは、耐障害性に優れた対費用効果の高い方法で、サイ
トの停止やデータ破損からワークロードを保護します（ランサムウェアなど
）。VMware VAIOフレームワークを使用すると、オンプレミスのVMwareワークロード
をAzure Blobストレージにレプリケートしてリカバリできるため、データ損失を最小限
に抑えたり、ほぼゼロのRTOを実現できます。

Jetstream DRを使用すると、オンプレミスからAVS、特にAzure NetApp Files に複製されたワークロードをシ
ームレスにリカバリできます。ディザスタリカバリサイトにある最小限のリソースと対費用効果の高いクラウ
ドストレージを使用して、対費用効果の高いディザスタリカバリを実現します。Jetstream DRは、Azure Blob

Storageを介したANFデータストアへのリカバリを自動化します。Jetstream DRは、独立したVMまたは関連
するVMのグループを、ネットワークマッピングに従ってリカバリサイトインフラストラクチャにリカバリ
し、ランサムウェアからの保護のためのポイントインタイムリカバリを提供します。

このドキュメントでは、JetStream DRの動作原理とその主なコンポーネントについて説明します。
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解決策 の導入の概要

1. JetStream DRソフトウェアをオンプレミスのデータセンターにインストールします。

a. JetStream DRソフトウェアバンドルをAzure Marketplace（ZIP）からダウンロード
し、JetStream DR MSA（OVA）を指定のクラスタに導入します。

b. I/Oフィルタパッケージを使用してクラスタを設定します(JetStream VIBをインストールします
)。

c. DR AVSクラスタと同じリージョンでAzure Blob（Azureストレージアカウント）をプロビジョニ
ング

d. DRVAアプライアンスを導入し、レプリケーションログボリューム（既存のデータストアまたは
共有iSCSIストレージからVMDK）を割り当てます。

e. 保護されたドメイン（関連するVMのグループ）を作成し、DRVAとAzure Blob Storage / ANFを
割り当てます。

f. 保護を開始します。

2. JetStream DRソフトウェアをAzure VMware解決策 プライベートクラウドにインストールします。

a. Runコマンドを使用して、JetStream DRをインストールおよび設定します。

b. [Scan Domains]オプションを使用して、同じAzure BLOBコンテナを追加し、ドメインを検出し
ます。

c. 必要なDRVAアプライアンスを導入します。

d. 使用可能なvSANまたはANFデータストアを使用してレプリケーションログボリュームを作成し
ます。

e. 保護されたドメインをインポートし、VMの配置にANFデータストアを使用するようにRocVA（
リカバリVA）を設定します。

f. 適切なフェイルオーバーオプションを選択し、ほぼゼロのRTOドメインまたはVMに対して継続
的なリハイドレートを開始します。

3. 災害発生時に、指定したAVS DRサイトでAzure NetApp Files データストアへのフェイルオーバーを
トリガーします。

4. 保護対象サイトのリカバリ後、保護対象サイトへのフェイルバックを起動します。開始する前に、前
提条件が満たされていることを確認してください "リンク" また、JetStream Softwareが提供す
るBandwidth Testing Tool（BWT）を実行して、JetStream DRソフトウェアで使用した場合にAzure

BLOBストレージとそのレプリケーション帯域幅のパフォーマンスを評価します。接続を含む前提条
件が整ったら、からJetStream DR for AVSをセットアップして登録します "Azure Marketplace で入
手できます"。ソフトウェアバンドルをダウンロードしたら、上記のインストールプロセスに進みま
す。

多数のVM（100+など）の保護を計画して開始する場合は、JetStream DR Automation ToolkitからCapacity

Planning Tool（CPT）を使用します。RTOとリカバリ・グループの設定とともに保護対象のVMのリストを指
定し、CPTを実行します。

CPTは次の機能を実行します。

• RTOに応じたVMを保護ドメインに統合する。

• DRVAとそのリソースの最適な数を定義する。
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• 必要なレプリケーション帯域幅の見積もり

• レプリケーションログボリュームの特性（容量、帯域幅など）を特定します。

• 必要なオブジェクトストレージ容量などを見積もります。

ドメインの数と内容は、平均IOPS、合計容量、優先度（フェイルオーバー順序を定義）、RTO

など、VMのさまざまな特性によって異なります。

JetStream DRをオンプレミスのデータセンターにインストールします

Jetstream DRソフトウェアは、JetStream DR Management Server Virtual Appliance（MSA）、DR Virtual

Appliance（DRVA）、およびホストコンポーネント（I/O Filterパッケージ）の3つの主要コンポーネントで構
成されています。MSAは、コンピューティングクラスタにホストコンポーネントをインストールして構成
し、JetStream DRソフトウェアを管理するために使用されます。次に、インストールプロセスの概要 の概要
を示します。
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JetStream DRをオンプレミスにインストールする方法

1. 前提条件を確認する。

2. キャパシティプランニングツールを実行して、リソースと構成に関する推奨事項を確認します（オプ
ションですが、コンセプトの実証の試用には推奨されます）。

3. JetStream DR MSAを指定されたクラスタ内のvSphereホストに展開します。

4. ブラウザでDNS名を使用してMSAを起動します。

5. vCenterサーバをMSAに登録します。インストールを実行するには、次の手順を実行します。

6. JetStream DR MSAが導入され、vCenter Serverが登録されたら、vSphere Web Clientを使用し
てJetStream DRプラグインにアクセスします。これを行うには、[データセンター]>[設
定]>[JetStream DR]に移動します。

7. JetStream DRインタフェースから、適切なクラスタを選択します。

8. I/Oフィルタパッケージを使用してクラスタを設定します。
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9. リカバリサイトにAzure Blob Storageを追加します。

10. アプライアンスタブからDR仮想アプライアンス（DRVA）を導入します。

DRFAはCPTによって自動的に作成できますが、POCトライアルの場合は、DRサイクルを
手動で設定して実行することをお勧めします（Start protection > failover > failback）。

JetStream DRVAは、データ複製プロセスの主要な機能を容易にする仮想アプライアンスです。保護され
たクラスタには少なくとも1つのDRVAが含まれている必要があります。通常は、ホストごとに1つ
のDRVAが構成されます。各DRVAは、複数の保護ドメインを管理できます。

この例では、4台のDRVAが80台の仮想マシン用に作成されています。

1. 使用可能なデータストアまたは独立した共有iSCSIストレージプールからVMDKを使用して、
各DRVAのレプリケーションログボリュームを作成します。
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2. Protected Domainsタブで、Azure Blob Storageサイト、DRVAインスタンス、およびレプリケーショ
ンログに関する情報を使用して、必要な数の保護ドメインを作成します。保護ドメインは、クラスタ
内の特定のVMまたはVMのセットを定義します。これらのVMは一緒に保護され、フェイルオーバー/

フェイルバック処理の優先順位が割り当てられます。

3. 保護するVMを選択し、保護ドメインのVM保護を開始します。これにより、指定したBlob Storeへの
データレプリケーションが開始されます。

保護ドメイン内のすべてのVMに同じ保護モードが使用されていることを確認します。

ライトバック（VMDK）モードを使用すると、パフォーマンスが向上します。

レプリケーションログボリュームがハイパフォーマンスストレージに配置されていることを確認しま
す。
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フェイルオーバー実行ブックは、VM（回復グループ）のグループ化、起動順序の設定、
およびCPU /メモリの設定とIP設定の変更を行うように構成できます。

Runコマンドを使用して、Azure VMware解決策 プライベートクラウドにJetStream DR for AVSをインスト
ールします

リカバリサイト（AVS）では、3ノードのパイロットライトクラスタを事前に作成することを推奨します。こ
れにより、次の項目を含むリカバリサイトのインフラを事前に設定できます。

• 宛先ネットワークセグメント、ファイアウォール、DHCPやDNSなどのサービスなど。

• AVS対応のJetStream DRのインストール

• ANFボリュームをデータストアとして構成し、moreJetStream DRではミッションクリティカルなドメイ
ンのRTOモードをほぼゼロに設定できます。これらのドメインには、デスティネーションストレージが事
前にインストールされている必要があります。この場合、ANFは推奨ストレージタイプです。

セグメント作成を含むネットワーク構成は、オンプレミスの要件に合わせてAVSクラスタ上で
設定する必要があります。

SLAやRTOの要件に応じて、継続的なフェイルオーバーモードや通常の（標準）フェイルオーバーモードを使
用できます。RTOがほぼゼロの場合は、リカバリサイトで継続的なリハイドレートを開始する必要がありま
す。
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プライベートクラウドにJetStream DR for AVSをインストールする方法

Azure VMware解決策 プライベートクラウドにJetStream DR for AVSをインストールするには、次の手順
を実行します。

1. AzureポータルからAzure VMware解決策 に移動し、プライベートクラウドを選択して、実行コマン
ド>パッケージ> JSDR.Configurationを選択します。

Azure VMware解決策 のデフォルトCloudAdminユーザには、AVS対応のJetStream DR

をインストールするための十分な権限がありません。Azure VMware解決策 で
は、JetStream DR用のAzure VMware解決策 実行コマンドを呼び出すこと
で、JetStream DRを簡単かつ自動でインストールできます。

次のスクリーンショットは、DHCPベースのIPアドレスを使用したインストール方法を示していま
す。

2. JetStream DR for AVSのインストールが完了したら、ブラウザをリフレッシュします。JetStream

DR UIにアクセスするには、SDDC Datacenter > Configure > JetStream DRに移動します。
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3. JetStream DRインターフェイスから、オンプレミスクラスタをストレージサイトとして保護するた
めに使用したAzure Blob Storageアカウントを追加し、Scan Domainsオプションを実行します。

4. 保護ドメインをインポートしたら、DRVAアプライアンスを展開します。この例では、JetStream DR

UIを使用して、リカバリサイトから継続的なリハイドレートを手動で開始します。

これらの手順は、CPT作成計画を使用して自動化することもできます。

5. 使用可能なvSANまたはANFデータストアを使用してレプリケーションログボリュームを作成しま
す。

6. 保護ドメインをインポートし、VMの配置にANFデータストアを使用するようにリカバリVAを設定し
ます。
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選択したセグメントでDHCPが有効になっていて、十分なIPが使用可能であることを
確認します。ダイナミックIPは、ドメインのリカバリ中に一時的に使用されます。リ
カバリVM（連続リハイドレートを含む）ごとに、個別のダイナミックIPが必要です。
リカバリの完了後、IPは解放され、再利用できます。

7. 適切なフェイルオーバーオプション（継続的フェイルオーバーまたはフェイルオーバー）を選択しま
す。この例では、連続リハイドレート（連続フェールオーバー）が選択されています。

フェイルオーバー/フェイルバックを実行しています
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フェールオーバー/フェールバックの実行方法

1. オンプレミス環境の保護対象クラスタで障害が発生した場合（部分的または完全な障害）、フェイル
オーバーをトリガーします。

CPTを使用すると、フェイルオーバープランを実行して、Azure Blob StorageからAVS

クラスタリカバリサイトにVMをリカバリできます。

保護対象のVMがAVSで起動されると、フェイルオーバー後（継続的または標準的なリ
ハイドレート）、保護は自動的に再開され、JetStream DRは、Azure Blob Storage内
の適切なコンテナまたは元のコンテナにデータをレプリケートし続けます。

タスクバーにフェイルオーバーアクティビティの進行状況が表示されます。
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2. タスクが完了すると、リカバリされたVMとビジネスに通常どおりアクセスできます。

プライマリサイトが起動して再び実行されるようになったら、フェイルバックを実行できます。VM

保護が再開され、データの整合性を確認する必要があります。

3. オンプレミス環境をリストア災害のタイプによっては、保護対象クラスタの構成をリストアまたは検
証しなければならない場合があります。必要に応じて、JetStream DRソフトウェアを再インストー
ルする必要があります。

注：Automation Toolkitで提供されている「recovery_utility_prepare_failback」スクリ
プトを使用すると、古いVMやドメイン情報などの元の保護サイトをクリーンアップで
きます。

4. リストアされたオンプレミス環境にアクセスし、Jetstream DR UIに移動して、適切な保護ドメイン
を選択します。保護サイトがフェイルバックできる状態になったら、UIで[Failback]オプションを選
択します。
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CPTで生成されたフェイルバックプランを使用して、VMとそのデータをオブジェクトス
トアから元のVMware環境に戻すこともできます。

リカバリサイトのVMを一時停止して保護対象サイトで再起動したあとの最大遅延時間を
指定します。この時間には、フェイルオーバーVMを停止したあとのレプリケーションの
完了、リカバリサイトのクリーンアップにかかる時間、保護サイトでVMを再作成する時
間などが含まれます。ネットアップの推奨値は10分です。

フェイルバックプロセスを完了し、VM保護およびデータの整合性が再開されたことを確認する。

Ransomware回復

ランサムウェアからのリカバリは困難な作業です。具体的には、IT組織にとって、返品の安全ポイントを特定
することは困難です。また、復旧したワークロードを、（睡眠中のマルウェアや脆弱なアプリケーションによ
って）再発する攻撃から確実に保護する方法が決定された場合もあります。

Jetstream DR for AVSとAzure NetApp Files データストアを併用すると、組織が使用可能なポイントインタイ
ムからリカバリできるため、ワークロードが機能的な分離されたネットワークに必要に応じてリカバリされる
ため、これらの問題に対処できます。リカバリを使用すると、アプリケーションが相互に機能して通信できる
ようになり、南北のトラフィックにさらされることがなくなります。その結果、セキュリティチームはフォレ
ンジックなどの必要な修復を安全に実行できます。

CVOとAVS（ゲスト接続ストレージ）によるディザスタリカバリ

概要

著者：Ravi BCBとNiyaz Mohamedネットアップ

クラウドへのディザスタリカバリは、耐障害性と対費用効果に優れた方法で、サイトの停止やランサムウェア
などのデータ破損からワークロードを保護します。NetApp SnapMirrorを使用すると、ゲスト接続ストレージ
を使用するオンプレミスのVMwareワークロードを、Azure内で実行されているNetApp Cloud Volumes
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ONTAP にレプリケートできます。これはアプリケーションデータに適用されますが、実際のVM自体につ
いてはどうでしょうか。ディザスタリカバリは、仮想マシン、VMDK、アプリケーションデータなど、依存す
るすべてのコンポーネントを対象にする必要があります。これを実現するために、JetstreamとSnapMirrorを
併用すると、VM VMDK用のVSANストレージを使用しながら、オンプレミスからCloud Volumes ONTAP にレ
プリケートされたワークロードをシームレスにリカバリできます。

本ドキュメントでは、NetApp SnapMirror、JetStream、およびAzure VMware解決策 （AVS）を使用してディ
ザスタリカバリを設定および実行するためのステップバイステップ形式のアプローチを紹介します。

前提条件

本ドキュメントでは、アプリケーションデータ用のゲスト内ストレージ（ゲスト接続とも呼ばれます）を中心
に説明します。オンプレミス環境では、アプリケーションと整合性のあるバックアップにSnapCenter を使用
していると想定しています。

本ドキュメントは、環境 サードパーティ製バックアップまたはリカバリ用解決策 に関するもの
です。環境で使用されている解決策 に応じて、ベストプラクティスに従って、組織のSLAを満
たすバックアップポリシーを作成してください。

オンプレミス環境とAzure Virtual Network間の接続には、エクスプレスルートグローバルリーチまたはVPNゲ
ートウェイを使用した仮想WANを使用します。オンプレミスVLANの設計に基づいてセグメントを作成する必
要があります。

オンプレミスのデータセンターをAzureに接続する方法は複数ありますが、これにより、本ドキ
ュメントの特定のワークフローの概要がわかりません。適切なオンプレミスからAzureへの接続
方法については、Azureのドキュメントを参照してください。
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DR解決策 の導入

解決策 の導入の概要

1. SnapCenter を使用して、必要なRPO要件に従ってアプリケーションデータがバックアップされているこ
とを確認してください。

2. 適切なサブスクリプションと仮想ネットワーク内で、Cloud Managerを使用して、適切なインスタンスサ
イズでCloud Volumes ONTAP をプロビジョニングします。

a. 該当するアプリケーションボリュームに対してSnapMirrorを設定します。

b. スケジュールされたジョブの実行後にSnapMirror更新をトリガーするには、SnapCenter でバックアッ
プポリシーを更新してください。

3. JetStream DRソフトウェアをオンプレミスのデータセンターにインストールし、仮想マシンの保護を開始
します。

4. JetStream DRソフトウェアをAzure VMware解決策 プライベートクラウドにインストールします。

5. 災害発生時は、Cloud Managerを使用してSnapMirror関係を解除し、指定したAVS DRサイトのAzure

NetApp Files またはVSANデータストアへの仮想マシンのフェイルオーバーをトリガーします。

a. アプリケーションVMのiSCSI LUNおよびNFSマウントを再接続します。

6. プライマリサイトのリカバリ後にSnapMirrorを逆再同期して、保護サイトへのフェイルバックを開始しま
す。

展開の詳細

AzureでCVOを構成し、ボリュームをCVOにレプリケート

まず、AzureでCloud Volumes ONTAP を設定します ("リンク"）をクリックし、必要なボリュームを、必
要な頻度とSnapshotの保持を使用してCloud Volumes ONTAP にレプリケートします。
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AVSホストとCVOデータアクセスを設定

SDDCを導入する際に考慮すべき2つの重要な要素は、Azure VMware解決策 内のSDDCクラスタのサイ
ズと、SDDCの稼働期間です。ディザスタリカバリ解決策 に関する以下の2つの重要な考慮事項は、全体
的な運用コストの削減に役立ちます。SDDCは、3台のホストの規模に対応し、フルスケールの導入では
マルチホストクラスタにまで対応できます。

AVSクラスタを導入するかどうかは、主にRPOとRTOの要件に基づきます。Azure VMware解決策 で
は、テストや実際の災害に備えて、SDDCを随時プロビジョニングできます。SDDCを時間内に導入する
ことで、災害に対処しない場合のESXiホストのコストを削減できます。ただし、このような導入形態で
は、SDDCのプロビジョニングに数時間かかるRTOが影響を受けます。

最も一般的な導入オプションは、SDDCを常時稼働のパイロットライトモードで実行することです。こ
のオプションを使用すると、常に使用可能なホストを3台分のスペースに縮小できます。また、シミュレ
ーションアクティビティとコンプライアンスチェックのベースラインを実行できるため、本番サイト
とDRサイト間の運用のずれを回避できるため、リカバリ処理の時間を短縮できます。パイロットライト
クラスタは、実際のDRイベントを処理する必要がある場合に、必要なレベルまで迅速に拡張できます。

AVS SDDCを設定するには（オンデマンドモードまたはパイロットライトモード）、を参照してくださ
い "Azure に仮想化環境を導入して設定"。事前に、接続の確立後、AVSホストに常駐するゲストVM

がCloud Volumes ONTAP からデータを消費できることを確認してください。

Cloud Volumes ONTAP とAVSを適切に設定したら、VAIOメカニズムを使用し、Cloud Volumes ONTAP

へのアプリケーションボリュームのコピーにSnapMirrorを利用することにより、オンプレミスワークロ
ードからAVSへのリカバリ（アプリケーションVMDKとゲストストレージを搭載したVM）を自動化する
ようにJetstreamを設定します。
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JetStream DRをオンプレミスデータセンターにインストールします

Jetstream DRソフトウェアは、JetStream DR Management Server Virtual Appliance（MSA）、DR

Virtual Appliance（DRVA）、およびホストコンポーネント（I/Oフィルタパッケージ）の3つの主要コン
ポーネントで構成されています。MSAは、コンピューティングクラスタにホストコンポーネントをイン
ストールおよび構成し、JetStream DRソフトウェアを管理するために使用されます。インストールプロ
セスは次のとおりです。

1. 前提条件を確認します。

2. リソースと構成に関する推奨事項については、Capacity Planning Toolを実行してください。

3. JetStream DR MSAを、指定されたクラスタ内の各vSphereホストに導入します。

4. ブラウザでDNS名を使用してMSAを起動します。

5. vCenterサーバをMSAに登録します。

6. JetStream DR MSAが導入され、vCenter Serverが登録されたら、vSphere Web ClientでJetStream

DRプラグインに移動します。これを行うには、[データセンター]>[設定]>[JetStream DR]に移動しま
す。

7. JetStream DRインターフェイスから、次の作業を行います。

a. I/Oフィルタパッケージを使用してクラスタを設定します。

b. リカバリサイトにあるAzure BLOBストレージを追加します。

17



8. アプライアンスタブから必要な数のDR仮想アプライアンス（DRVA）を導入します。

キャパシティプランニングツールを使用して、必要なDRVAの数を見積もります。

9. 使用可能なデータストアまたは独立した共有iSCSIストレージプールからVMDKを使用して、
各DRVAのレプリケーションログボリュームを作成します。
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10. Protected Domainsタブで、Azure Blob Storageサイト、DRVAインスタンス、およびレプリケーショ
ンログに関する情報を使用して、必要な数の保護ドメインを作成します。保護ドメインは、クラスタ
内の特定のVMまたはアプリケーションVMのセットを定義します。これらのVMは一緒に保護され、
フェイルオーバー/フェイルバック処理の優先順位が割り当てられます。

11. 保護するVMを選択し、依存関係に基づいてVMをアプリケーショングループにグループ化します。ア
プリケーション定義を使用すると、VMのセットを、ブート順序、ブート遅延、およびリカバリ時に
実行可能なオプションのアプリケーション検証を含む論理グループにグループ化できます。
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保護ドメイン内のすべてのVMに同じ保護モードを使用していることを確認します。

ライトバック（VMDK）モードを使用すると、パフォーマンスが向上します。

12. レプリケーションログボリュームがハイパフォーマンスストレージに配置されていることを確認しま
す。

13. 完了したら、保護ドメインの保護の開始をクリックします。選択したVMのデータレプリケーション
が開始され、指定したBLOBストアに送信されます。
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14. レプリケーションが完了すると、VMの保護ステータスは「回復可能」とマークされます。

フェールオーバーランブックは、VM（回復グループと呼ばれる）をグループ化し、起
動順序シーケンスを設定して、CPU /メモリ設定とIP設定を変更するように構成できま
す。

15. 「設定」をクリックし、「Runbook設定」リンクをクリックして、Runbookグループを設定します。

16. [グループの作成]ボタンをクリックして、新しいランブックグループの作成を開始します。
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必要に応じて、画面の下部で、カスタムのプレスクリプトとポストスクリプトを適用
して、ランブックグループの操作前および操作後に自動的に実行します。Runbookス
クリプトが管理サーバ上に存在することを確認します。

17. 必要に応じてVMの設定を編集します。VMをリカバリするためのパラメータを指定します。これに
は、ブートシーケンス、ブート遅延（秒単位）、CPUの数、割り当てるメモリの量などが含まれま
す。上下の矢印をクリックして、VMのブートシーケンスを変更します。MACを保持するためのオプ
ションも用意されています。

18. 静的IPアドレスは、グループの個々のVMに手動で設定できます。VMのNICビューリンクをクリック
して、IPアドレスを手動で設定します。
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19. Configureボタンをクリックして、それぞれのVMのNIC設定を保存します。
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フェイルオーバーとフェイルバックの両方のランブックのステータスが構成済みとして表示されるよう
になりました。フェイルオーバーとフェイルバックのRunbookグループは、同じVMと設定の初期グルー
プを使用してペアで作成されます。必要に応じて、それぞれの[詳細]リンクをクリックして変更を行うこ
とで、ランブックグループの設定を個別にカスタマイズできます。
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プライベートクラウドでAVS向けJetStream DRをインストールします

リカバリサイト（AVS）では、3ノードのパイロットライトクラスタを事前に作成することを推奨しま
す。これにより、以下を含むリカバリサイトのインフラを事前に設定できます。

• 宛先ネットワークセグメント、ファイアウォール、DHCPやDNSなどのサービスなど

• AVS対応のJetStream DRのインストール

• ANFボリュームをデータストアなどとして設定

Jetstream DRは、ミッションクリティカルなドメインでほぼゼロのRTOモードをサポートします。これ
らのドメインには、デスティネーションストレージが事前にインストールされている必要があります。
この場合、ANFは推奨ストレージタイプです。

セグメント作成を含むネットワーク構成は、オンプレミスの要件に合わせてAVSクラスタ
上で設定する必要があります。

SLAやRTOの要件に応じて、継続的フェイルオーバーモードまたは通常の（標準）フェイ
ルオーバーモードを使用できます。RTOがほぼゼロになるように、リカバリサイトで継続
的なリハイドレートを開始する必要があります。

1. Azure VMware解決策 プライベートクラウドにJetStream DR for AVSをインストールするには、実行
コマンドを使用します。Azureポータルで、Azure VMware解決策 に移動し、プライベートクラウド
を選択して、実行コマンド>パッケージ> JSDR.Configurationを選択します。

Azure VMware解決策 のデフォルトCloudAdminユーザには、AVS対応のJetStream DR

をインストールするための十分な権限がありません。Azure VMware解決策 で
は、JetStream DR用のAzure VMware解決策 実行コマンドを呼び出すこと
で、JetStream DRのインストールを簡単かつ自動化できます。

次のスクリーンショットは、DHCPベースのIPアドレスを使用したインストール方法を示していま
す。
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2. JetStream DR for AVSのインストールが完了したら、ブラウザをリフレッシュします。JetStream

DR UIにアクセスするには、SDDC Datacenter > Configure > JetStream DRに移動します。

3. JetStream DRインターフェイスから、次の作業を行います。

a. オンプレミスクラスタをストレージサイトとして保護するために使用したAzure Blob Storageア
カウントを追加し、Scan Domainsオプションを実行します。

b. 表示されるポップアップダイアログで、インポートする保護ドメインを選択し、そのインポート
リンクをクリックします。

4. ドメインがリカバリ用にインポートされます。[保護ドメイン]タブに移動して、目的のドメインが選
択されていることを確認するか、[保護ドメインの選択]メニューから目的のドメインを選択します。
保護ドメイン内のリカバリ可能なVMのリストが表示されます。
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5. 保護ドメインをインポートしたら、DRVAアプライアンスを展開します。

これらの手順は、CPT作成プランを使用して自動化することもできます。

6. 使用可能なvSANまたはANFデータストアを使用してレプリケーションログボリュームを作成しま
す。

7. 保護ドメインをインポートし、VMの配置にANFデータストアを使用するようにリカバリVAを設定し
ます。

選択したセグメントでDHCPが有効になっていて、十分なIPが使用可能であることを
確認します。ダイナミックIPは、ドメインのリカバリ中に一時的に使用されます。リ
カバリVM（連続リハイドレートを含む）ごとに、個別のダイナミックIPが必要です。
リカバリの完了後、IPは解放され、再利用できます。

8. 適切なフェイルオーバーオプション（継続的フェイルオーバーまたはフェイルオーバー）を選択しま
す。この例では、連続リハイドレート（連続フェールオーバー）が選択されています。

設定の実行時には、継続的フェイルオーバーモードとフェイルオーバーモードが異な
りますが、両方のフェイルオーバーモードを同じ手順で設定します。フェイルオーバ
ー手順は、災害発生時の対応として一緒に設定および実行されます。継続的フェイル
オーバーはいつでも設定でき、通常のシステム運用中はバックグラウンドで実行でき
ます。災害が発生すると、継続的なフェイルオーバーが完了し、保護対象のVMの所有
権がリカバリサイトにただちに移行されます（RTOはほぼゼロ）。
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継続的なフェイルオーバープロセスが開始され、UIから進行状況を監視できます。[現在のステップ]セク
ションの青いアイコンをクリックすると、ポップアップウィンドウが開き、フェイルオーバープロセス
の現在のステップの詳細が表示されます。
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フェイルオーバーとフェイルバック

1. オンプレミス環境の保護対象クラスタで障害が発生した場合（部分的または完全な障害）、該当する
アプリケーションボリュームのSnapMirror関係を解除したあと、Jetstreamを使用してVMのフェイル
オーバーをトリガーできます。

この手順は簡単に自動化できるため、リカバリプロセスが容易になります。

2. AVS SDDC（宛先側）上のJetstream UIにアクセスし、フェールオーバーオプションをトリガしてフ
ェールオーバーを完了します。タスクバーにフェイルオーバーアクティビティの進行状況が表示され
ます。

フェイルオーバーが完了したときに表示されるダイアログウィンドウで、フェイルオーバータスクを
計画どおりに指定することも、強制的に実行することもできます。
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強制フェイルオーバーでは、プライマリサイトがアクセス不能になり、保護ドメインの所有権がリカ
バリサイトによって直接引き継がれる必要があります。
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3. 継続的なフェイルオーバーが完了すると、タスクの完了を確認するメッセージが表示されます。タス
クが完了したら、リカバリしたVMにアクセスしてiSCSIセッションまたはNFSセッションを設定しま
す。

フェイルオーバーモードが「Running in Failover」に変わり、VMのステータス
が「Recoverable」になります。保護ドメインのすべてのVMが、フェールオーバーラ
ンブック設定で指定された状態でリカバリサイトで実行されるようになりました。

フェールオーバー構成とインフラストラクチャを検証するために、JetStream DRをテ
ストモード（テストフェールオーバーオプション）で実行して、仮想マシンとそのデ
ータをオブジェクトストアからテストリカバリ環境にリカバリすることができます。
フェールオーバー手順 がテストモードで実行されると、その動作は実際のフェールオ
ーバープロセスに似ています。
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4. 仮想マシンのリカバリが完了したら、ゲスト内ストレージにストレージディザスタリカバリを使用し
ます。このプロセスを実証するために、この例ではSQL Serverを使用しています。

5. AVS SDDCでリカバリしたSnapCenter VMにログインし、DRモードを有効にします。

a. browserNを使用してSnapCenter UIにアクセスします。

b. [設定]ページで、[設定]>[グローバル設定]>[ディザスタリカバリ]の順に選択します。

c. Enable Disaster Recoveryを選択します。

d. 適用をクリックします。
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e. [Monitor]>[Jobs]をクリックして、DRジョブが有効になっているかどうかを確認します。

ストレージのディザスタリカバリには、NetApp SnapCenter 4.6以降を使用してく
ださい。以前のバージョンでは、アプリケーションと整合性のあるSnapshot

（SnapMirrorを使用してレプリケート）を使用し、ディザスタリカバリサイトで
以前のバックアップをリカバリする必要がある場合に手動でリカバリする必要が
あります。

6. SnapMirror関係が解除されていることを確認します。

7. Cloud Volumes ONTAP からリカバリしたSQLゲストVMに、同じドライブレターを使用してLUNを
接続します。
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8. iSCSIイニシエータを開き、以前切断したセッションを消去して、レプリケートされたCloud

Volumes ONTAP ボリュームのマルチパスとともに新しいターゲットを追加します。

9. DR実行前に使用したのと同じドライブレターを使用して、すべてのディスクが接続されていること
を確認してください。
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10. MSSQLサーバサービスを再起動します。

11. SQLリソースがオンラインに戻っていることを確認します。
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NFSの場合は’mountコマンドを使用してボリュームを接続し'/etc/fstabエントリーを更
新します

この時点で運用を開始し、通常どおり業務を継続できます。

NSX Tエンドでは’フェイルオーバー・シナリオをシミュレートするために’個別の専用
ティア1ゲートウェイを作成できますこれにより、すべてのワークロードが相互に通信
できるようになりますが、環境内や環境外にトラフィックをルーティングできないた
め、トリアージ、封じ込め、セキュリティ強化のタスクをクロスコンタミネーション
のリスクなしに実行できます。この操作はこのドキュメントでは扱いませんが、分離
をシミュレートするために簡単に行うことができます。

プライマリサイトが起動し、再び実行されるようになったら、フェイルバックを実行できます。VM保護
はJetstreamで再開され、SnapMirror関係を反転する必要があります。

1. オンプレミス環境をリストア災害のタイプによっては、保護対象クラスタの構成をリストアまたは検
証しなければならない場合があります。必要に応じて、JetStream DRソフトウェアを再インストー
ルする必要があります。

2. リストアされたオンプレミス環境にアクセスし、Jetstream DR UIに移動して、適切な保護ドメイン
を選択します。保護サイトがフェイルバックできる状態になったら、UIで[Failback]オプションを選
択します。

CPTによって生成されたフェイルバック計画を使用して、VMとそのデータをオブジェ
クトストアから元のVMware環境に戻すこともできます。
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リカバリサイトでVMを一時停止して保護対象サイトで再起動したあとの最大遅延時間
を指定します。このプロセスには、フェイルオーバーVMを停止したあとのレプリケー
ションの完了、リカバリサイトのクリーンアップに必要な時間、保護サイトでVMを再
作成するのに必要な時間などが含まれます。10分を推奨します。

3. フェイルバックプロセスを完了し、VM保護およびデータの整合性が再開されたことを確認する。
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4. VMのリカバリが完了したら、セカンダリストレージをホストから切断してプライマリストレージに
接続します。

5. MSSQLサーバサービスを再起動します。

6. SQLリソースがオンラインに戻っていることを確認します。
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プライマリストレージにフェイルバックするには、逆再同期処理を実行して、フェイ
ルオーバーの前と同じ関係の方向が維持されていることを確認します。

逆再同期処理の実行後もプライマリストレージとセカンダリストレージのロールを保
持するには、逆再同期処理をもう一度実行します。

このプロセスは、Oracleなどの他のアプリケーション、類似したデータベースの種類、ゲスト接続スト
レージを使用するその他のアプリケーションに適用されます。

常に同様に、重要なワークロードを本番環境に移植する前に、リカバリに必要な手順をテストしてくだ
さい。

この解決策 の利点

• 効率性と耐障害性に優れたSnapMirrorレプリケーションを使用します。

• ONTAP スナップショットの保持により、利用可能な任意の時点までリカバリします。

• ストレージ、コンピューティング、ネットワーク、アプリケーションの検証から、数百~数千のVMのリカ
バリに必要なすべての手順を完全に自動化できます。

• SnapCenter では、レプリケートされたボリュームを変更しないクローニングメカニズムが使用されま
す。

◦ これにより、ボリュームとSnapshotのデータが破損するリスクを回避できます。

◦ DRテストのワークフロー中にレプリケーションが中断されるのを回避します
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◦ 開発とテスト、セキュリティテスト、パッチとアップグレードのテスト、修正テストなど、DR以外の
ワークフローにDRデータを活用します。

• CPUとRAMの最適化は、小規模なコンピューティングクラスタへのリカバリを可能にすることで、クラウ
ドコストの削減に役立ちます。

TR-4955：『Disaster Recovery with Azure NetApp Files （ANF）and Azure VMware
解決策 （AVS）』

作成者：ネットアップソリューションエンジニアリング担当Niyaz Mohamed

概要

クラウド内のリージョン間でブロックレベルのレプリケーションを使用したディザスタリカバリは、耐障害性
に優れた対費用効果の高い方法で、サイトの停止やデータ破損イベント（ランサムウェアなど）からワークロ
ードを保護します。Azure NetApp Files （ANF）のリージョン間ボリュームレプリケーションを使用する
とAzure NetApp Files 、Azure VMware解決策 （AVS）SDDCサイトで実行されているVMwareワークロード
を、プライマリAVSサイトのNFSデータストアとして使用し、ターゲットリカバリリージョンの指定されたセ
カンダリAVSサイトにレプリケートできます。

ディザスタリカバリオーケストレーションツール（DRO）（UI付きのスクリプト化された解決策 ）を使用す
ると、AVS SDDC間でレプリケートされたワークロードをシームレスにリカバリできます。DROは、レプリ
ケーションピアリングを解除してから、AVSへのVM登録を通じて、NSX-T（すべてのAVSプライベートクラ
ウドに含まれる）上のネットワークマッピングに、デスティネーションボリュームをデータストアとしてマウ
ントすることで、リカバリを自動化します。

前提条件と一般的な推奨事項

• レプリケーションピアリングを作成して、リージョン間レプリケーションが有効になっていることを確認
します。を参照してください "Azure NetApp Files のボリュームレプリケーションを作成します"。
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• ソースとターゲットのAzure VMware解決策 プライベートクラウド間でExpressRouteグローバルリーチを
設定する必要があります。

• リソースにアクセスできるサービスプリンシパルが必要です。

• サポートされるトポロジは、プライマリAVSサイトからセカンダリAVSサイトです。

• を設定します "レプリケーション" ビジネスニーズとデータ変更率に基づいて、ボリュームごとに適切なス
ケジュールを設定します。

カスケードトポロジ、ファンイントポロジ、ファンアウトトポロジはサポートされていませ
ん。

はじめに

Azure VMware解決策 を導入します

。 "Azure VMware 解決策の略" （AVS）は、Microsoft Azureパブリッククラウド内で完全に機能するVMware

SDDCを提供するハイブリッドクラウドサービスです。AVSはMicrosoftが完全に管理およびサポートするファ
ーストパーティの解決策 で、Azureインフラストラクチャを使用するVMwareにより検証されています。その
ため、お客様は、コンピューティングの仮想化にVMware ESXi、ハイパーコンバージドストレージにvSAN、
ネットワークとセキュリティにNSXを利用できます。また、Microsoft Azureのグローバルなプレゼンス、クラ
スをリードするデータセンター施設、Azureネイティブのサービスとソリューションで構成される豊富なエコ
システムへの近接性を活用できます。Azure VMware解決策 SDDCとAzure NetApp Files を組み合わせること
で、ネットワークレイテンシを最小限に抑えながら最高のパフォーマンスを実現できます。

AzureでAVSプライベートクラウドを構成するには、以下の手順に従います "リンク" を参照してください "リ
ンク" （Microsoftのマニュアル）。最小限の構成でセットアップされたパイロットライト環境は、DR目的で
使用できます。このセットアップには、重要なアプリケーションをサポートするためのコアコンポーネントの
みが含まれており、フェイルオーバーが発生した場合に、より多くのホストをスケールアウトして生成し、負
荷の大部分を処理することができます。

初期リリースでは、DROは既存のAVS SDDCクラスタをサポートしています。オンデマンド
のSDDC作成は、今後のリリースで提供される予定です。

Azure NetApp Files をプロビジョニングして設定

"Azure NetApp Files の特長" エンタープライズクラスのハイパフォーマンスな従量課金制ファイルストレージ
サービスです。以下の手順に従ってください "リンク" AVSプライベートクラウド環境を最適化するため
に、Azure NetApp Files をNFSデータストアとしてプロビジョニングおよび設定します。

Azure NetApp Filesに対応したデータストアボリュームのボリュームレプリケーションを作成します

最初の手順では、AVSプライマリサイトからAVSセカンダリサイトへ、適切な頻度と保持期間を使用して、目
的のデータストアボリュームのリージョン間レプリケーションを設定します。
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以下の手順に従ってください "リンク" レプリケーションピアリングを作成してリージョン間レプリケーショ
ンを設定するには、次の手順を実行します。デスティネーションの容量プールのサービスレベルは、ソースの
容量プールのサービスレベルと同じにすることができます。ただし、このユースケースでは、標準のサービス
レベルを選択してから選択できます "サービスレベルを変更する" 実際に災害が発生した場合やDRシミュレー
ションが発生した場合。

リージョン間レプリケーション関係は前提条件であり、事前に作成しておく必要があります。

DROのインストール

DROの使用を開始するには、指定されたAzure仮想マシンでUbuntuオペレーティングシステムを使用し、前提
条件を満たしていることを確認します。次に、パッケージをインストールします。

前提条件：

• リソースにアクセスできるサービスプリンシパル。

• ソースとデスティネーションのSDDCおよびAzure NetApp Files インスタンスへの適切な接続が存在する
ことを確認します。

• DNS名を使用する場合は、DNS解決を実施する必要があります。それ以外の場合は、vCenterのIPアドレ
スを使用します。

• OS要件：*

• Ubuntu Focal 20.04 (LTS)指定されたエージェント仮想マシンに次のパッケージをインストールする必要
があります。

• Docker です

• docker-composeの略

• JqChange docker.sock 次の新しい権限を追加します。 sudo chmod 666

/var/run/docker.sock。

。 deploy.sh スクリプトは、必要なすべての前提条件を実行します。

手順は次のとおりです。

1. 指定した仮想マシンにインストールパッケージをダウンロードします。

git clone <link here>

エージェントは、セカンダリAVSサイトリージョンまたはプライマリAVSサイトリージョン
のSDDCとは別のAZにインストールする必要があります。

2. パッケージを解凍し、導入スクリプトを実行して、ホストIP（例： 10.10.10.10）。
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tar xvf draas_package.tar

Navigate to the directory and run the deploy script as below:

sudo sh deploy.sh

3. 次のクレデンシャルを使用してUIにアクセスします。

◦ ユーザ名： admin

◦ パスワード： admin

DRO構成

Azure NetApp Files とAVSが正しく設定されたら、プライマリAVSサイトからセカンダリAVSサイトへのワー
クロードのリカバリを自動化するDROの設定を開始できます。セカンダリAVSサイトにDROエージェントを
導入し、ExpressRouteゲートウェイ接続を設定して、DROエージェントが適切なAVSおよびAzure NetApp

Files コンポーネントとネットワーク経由で通信できるようにすることを推奨します。

まず、クレデンシャルを追加します。DROには、Azure NetApp Files とAzure VMware解決策 を検出する権限
が必要です。Azure Active Directory（AD）アプリケーションを作成してセットアップし、DROに必要
なAzureクレデンシャルを取得することで、Azureアカウントに必要な権限を付与できます。サービスプリン
シパルをAzureサブスクリプションにバインドし、関連する必要な権限を持つカスタムロールを割り当てる必
要があります。ソース環境とデスティネーション環境を追加すると、サービスプリンシパルに関連付けられて
いるクレデンシャルを選択するように求められます。[Add New Site]をクリックする前に、これらのクレデン
シャルをDROに追加する必要があります。

この処理を実行するには、次の手順を実行します。

1. サポートされているブラウザでDROを開き、デフォルトのユーザ名とパスワードを使用します /admin

/admin）。パスワードは、[Change Password]オプションを使用して初回ログイン後にリセットできま
す。

2. DROコンソールの右上にある*設定*アイコンをクリックし、*資格情報*を選択します。

3. [Add New Credential]をクリックし、ウィザードの手順に従います。
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4. クレデンシャルを定義するには、必要な権限を付与するAzure Active Directoryサービスプリンシパルに関
する情報を入力します。

◦ クレデンシャル名

◦ テナントID

◦ クライアント ID

◦ クライアントシークレット

◦ サブスクリプションID

この情報は、ADアプリケーションの作成時に取得しておく必要があります。

5. 新しいクレデンシャルの詳細を確認し、[Add Credential]をクリックします。

クレデンシャルを追加したら、プライマリとセカンダリのAVSサイト（vCenterとAzure NetApp Files スト
レージアカウントの両方）を検出してDROに追加します。ソースサイトとデスティネーションサイトを追
加するには、次の手順を実行します。

6. [検出]タブに移動します。

7. [新しいサイトの追加]*をクリックします。

8. 次のプライマリAVSサイトを追加します(コンソールで*ソース*として指定)。

◦ SDDC vCenter

◦ Azure NetApp Files ストレージアカウント

9. 次のセカンダリAVSサイト（コンソールで* Destination *として指定）を追加します。

◦ SDDC vCenter

◦ Azure NetApp Files ストレージアカウント
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10. [ソース]をクリックしてサイト名を入力し、コネクタを選択してサイトの詳細を追加します。[* Continue

（続行） ] をクリックします。

このドキュメントでは、デモ用にソースサイトを追加する方法について説明します。

11. vCenterの詳細を更新します。これを行うには、プライマリAVS SDDCのドロップダウンからクレデンシ
ャル、Azureリージョン、およびリソースグループを選択します。

12. DROには、リージョン内で使用可能なすべてのSDDCが一覧表示されます。ドロップダウンから、指定し
たプライベートクラウドのURLを選択します。

13. を入力します cloudadmin@vsphere.local ユーザクレデンシャル。これにはAzure Portalからアクセ
スできます。ここに記載されている手順に従ってください "リンク"。完了したら、*[続行]*をクリックしま
す。

14. Azureリソースグループとネットアップアカウントを選択して、ソースストレージの詳細（ANF）を選択
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します。

15. [サイトの作成]*をクリックします。

追加されると、DROは自動検出を実行し、ソースサイトからデスティネーションサイトへの対応するリージ
ョン間レプリカを持つVMを表示します。DROは、VMで使用されているネットワークとセグメントを自動的
に検出して入力します。

次の手順では、必要なVMをリソースグループとして機能グループにグループ化します。

リソースのグループ化

プラットフォームを追加したら、リカバリするVMをリソースグループにグループ化します。DROリソースグ
ループを使用すると、依存する一連のVMを論理グループにグループ化して、それらの起動順序、ブート遅
延、およびリカバリ時に実行可能なオプションのアプリケーション検証を含めることができます。

リソースグループの作成を開始するには、*[新しいリソースグループの作成]*メニュー項目をクリックしま
す。

1. [PS]にアクセスし、[Create New Resource Group]*をクリックします。
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2. [New Resource Group]で、ドロップダウンからソースサイトを選択し、*[Create]*をクリックします。

3. リソースグループの詳細を指定し、*[続行]*をクリックします。

4. 検索オプションを使用して適切なVMを選択します。

5. 選択したすべてのVMについて、と[Boot Delay]（秒）を選択します。各仮想マシンを選択して優先度を
設定し、パワーオンシーケンスの順序を設定します。すべての仮想マシンのデフォルト値は3です。オプ
ションは次のとおりです。

◦ パワーオンする最初の仮想マシン

◦ デフォルト

◦ 最後にパワーオンした仮想マシン

6. [リソースグループの作成]をクリックします。

レプリケーションプラン

災害発生時にアプリケーションをリカバリするための計画を立てておく必要があります。ドロップダウンから
ソースとデスティネーションのvCenterプラットフォームを選択し、このプランに含めるリソースグループを
選択します。また、アプリケーションをリストアおよびパワーオンする方法（ドメインコントローラ、ティ
ア1、ティア2など）もグループ化します。計画は設計図とも呼ばれます。リカバリプランを定義するに
は、[Replication Plan]タブに移動し、*[New Replication Plan]*をクリックします。
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レプリケーションプランの作成を開始するには、次の手順を実行します。

1. に移動し、[Create New Replication Plan]*をクリックします。

2. [New Replication Plan]*で、プランの名前を指定し、ソースサイト、関連付けられているvCenter、デステ
ィネーションサイト、および関連付けられているvCenterを選択してリカバリマッピングを追加します。

3. リカバリマッピングが完了したら、*[クラスタマッピング]*を選択します。
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4. [リソースグループの詳細]を選択し、[*続行]をクリックします。

5. リソースグループの実行順序を設定します。このオプションを使用すると、複数のリソースグループが存
在する場合の処理の順序を選択できます。

6. 完了したら、適切なセグメントにネットワークマッピングを設定します。セグメントはセカンダリAVSク
ラスタですでにプロビジョニングされている必要があります。それらにVMをマッピングするには、適切
なセグメントを選択します。

7. データストアのマッピングは、VMの選択に基づいて自動的に選択されます。

リージョン間レプリケーション（CRR）はボリュームレベルで実行されます。そのため、
該当するボリューム上のすべてのVMがCRRデスティネーションにレプリケートされます。
レプリケーションプランに含まれる仮想マシンのみが処理されるため、データストアに含
まれるすべてのVMを選択してください。
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8. [VM details]で、必要に応じてVMのCPUパラメータとRAMパラメータのサイズを変更できます。これは、
大規模な環境を小規模なターゲットクラスタにリカバリする場合や、1対1の物理VMwareインフラストラ
クチャをプロビジョニングせずにDRテストを実行する場合に非常に役立ちます。また、リソースグルー
プ全体で選択したすべてのVMのブート順序とブート遅延（秒）を変更します。リソースグループのブー
ト順序の選択時に選択したものから変更が必要な場合は’ブート順序を変更する追加オプションがあります
デフォルトでは、リソースグループの選択時に選択された起動順序が使用されますが、この段階で変更を
実行できます。

9. レプリケーションプランの作成*をクリックします。レプリケーションプランの作成後、要件に応じてフ
ェイルオーバー、テストフェイルオーバー、移行オプションを実行できます。

フェイルオーバーオプションとテストフェイルオーバーオプションでは、最新のSnapshotが使用されるか、
ポイントインタイムSnapshotから特定のSnapshotを選択できます。ポイントインタイムオプションは、最新
のレプリカがすでに侵害または暗号化されているランサムウェアなどの破損イベントに直面している場合に非
常に役立ちます。DROには使用可能なすべてのタイムポイントが表示されます。
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レプリケーションプランで指定した構成でフェイルオーバーまたはテストフェイルオーバーをトリガーするに
は、* Failover または Test Failover *をクリックします。タスクメニューでレプリケーション計画を監視でき
ます。

フェイルオーバーがトリガーされると、リカバリされた項目がセカンダリサイトのAVS SDDC vCenter（
VM、ネットワーク、およびデータストア）に表示されます。デフォルトでは、VMはWorkloadフォルダにリ
カバリされます。
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フェイルバックは、レプリケーションプランレベルでトリガーできます。テストフェイルオーバーの場合は、
ティアダウンオプションを使用して変更をロールバックし、新しく作成したボリュームを削除できます。フェ
イルオーバーに関連するフェイルバックは、2つの手順で構成されます。レプリケーション計画を選択
し、*[Reverse Data sync]*を選択します。

この手順が完了したら、フェイルバックをトリガーしてプライマリAVSサイトに戻ります。
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Azureポータルから、セカンダリサイトのAVS SDDCに読み取り/書き込みボリュームとしてマッピングされた
適切なボリュームについて、レプリケーションの健常性が切断されていることを確認できます。テストフェイ
ルオーバー中、DROはデスティネーションボリュームまたはレプリカボリュームをマッピングしません。代
わりに、必要なクロスリージョンレプリケーションSnapshotの新しいボリュームを作成し、そのボリューム
をデータストアとして公開します。データストアは容量プールから追加の物理容量を消費し、ソースボリュー
ムが変更されないようにします。特に、DRテスト中やトリアージワークフロー中もレプリケーションジョブ
を継続できます。さらに、このプロセスにより、エラーが発生した場合や破損したデータがリカバリされた場
合にレプリカが破棄されるリスクなしに、リカバリをクリーンアップできます。

ランサムウェアからのリカバリ

ランサムウェアからのリカバリは困難な作業です。具体的には、IT部門が安全な回収ポイントを特定し、それ
が決定されたら、再発生する攻撃（スリープ状態のマルウェアや脆弱なアプリケーションなど）から回復した
ワークロードを確実に保護する方法を特定することは困難です。

DROは、組織が利用可能な任意の時点からリカバリできるようにすることで、これらの懸念に対処します。
その後、ワークロードは機能していても分離されたネットワークにリカバリされるため、アプリケーションは
相互に機能して通信できますが、南北方向のトラフィックにはさらされません。このプロセスにより、セキュ
リティチームはフォレンジックを実行し、隠れたマルウェアや眠っているマルウェアを特定するための安全な
場所を提供します。
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まとめ

Azure NetApp Files とAzure VMwareディザスタリカバリ解決策 には、次のようなメリットがあります。

• 効率的で耐障害性に優れたAzure NetApp Files のリージョン間レプリケーションを活用できます。

• Snapshotの保持機能により、任意の時点までリカバリできます。

• ストレージ、コンピューティング、ネットワーク、アプリケーションの検証に必要なすべての手順を完全
に自動化して、数百から数千のVMをリカバリします。

• ワークロードのリカバリでは、「最新のSnapshotから新しいボリュームを作成する」プロセスが利用され
ます。このプロセスでは、レプリケートされたボリュームは操作されません。

• ボリュームまたはSnapshotのデータ破損のリスクを回避します。

• DRテストワークフロー中のレプリケーションの中断を回避します。

• 開発とテスト、セキュリティテスト、パッチとアップグレードのテスト、修正テストなど、DR以外のワ
ークフローにもDRデータとクラウドコンピューティングリソースを活用できます。

• CPUとRAMを最適化すると、小規模なコンピューティングクラスタへのリカバリが可能になるため、クラ
ウドコストを削減できます。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してく
ださい。

• Azure NetApp Files のボリュームレプリケーションを作成します

"https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/cross-region-replication-create-peering"

• Azure NetApp Files のリージョン間レプリケーション

"https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/cross-region-replication-introduction#service-

level-objectives"

• "Azure VMware 解決策の略"

"https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/introduction"

• Azure に仮想化環境を導入して設定

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/ehc/azure/azure-setup.html"

• Azure VMware解決策 を導入して設定

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/deploy-azure-vmware-solution?tabs=azure-portal

ワークロードのマイグレート
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TR-4640：『VMware HCX-Quickstart guide』を使用してワークロードをAzure
NetApp Files データストアに移行する

執筆者：NetApp Solutions Engineering

概要：VMware HCX、Azure NetApp Files データストア、Azure VMware解決策 を使用した仮想マシンの移
行

Azure VMware解決策 およびAzure NetApp Files データストアの最も一般的なユースケースの1つは、VMware

ワークロードの移行です。VMware HCXは推奨されるオプションであり、オンプレミスの仮想マシン（VM）
とそのデータをAzure NetApp Files データストアに移動するためのさまざまな移行メカニズムを提供します。

VMware HCXは、主に移行プラットフォームであり、クラウド間でのアプリケーションの移行、ワークロード
の再バランシング、ビジネス継続性の簡素化を目的として設計されています。Azure VMware解決策 プライベ
ートクラウドの一部として提供され、ワークロードを移行して、ディザスタリカバリ（DR）処理に使用でき
るさまざまな方法を提供します。

このドキュメントでは、Azure NetApp Files データストアのプロビジョニングの手順を追ったガイダンスを示
し、その後、さまざまなVM移行メカニズムを有効にするためのインターコネクト、ネットワーク拡張、WAN

最適化を含む、オンプレミスおよびAzure VMware解決策 サイドのすべての主要コンポーネントを含
む、VMware HCXのダウンロード、導入、設定を行います。

VMware HCXはVMレベルで移行されるため、どのデータストアタイプでも動作します。このド
キュメントAzure NetApp Files は、解決策 コスト効率に優れたVMwareクラウドの導入を計画
している、ネットアップの既存のお客様と、ネットアップ以外のお客様を対象としています。

手順の概要

次のリストは、Azureクラウド側でHCX Cloud Managerをインストールおよび設定し、オンプレミス
でHCX Connectorをインストールするために必要な手順の概要を示しています。

1. AzureポータルからHCXをインストールします。

2. HCX Connector Open Virtualization Appliance（OVA）インストーラをオンプレミスのVMware

vCenter Serverにダウンロードして導入します。

3. ライセンスキーを使用してHCXをアクティブにします。

4. オンプレミスのVMware HCXコネクタをAzure VMware解決策 HCX Cloud Managerとペアリングし
ます。

5. ネットワークプロファイル、コンピューティングプロファイル、およびサービスメッシュを設定しま
す。

6. （オプション）移行中に再IPが発生しないように、ネットワーク拡張を実行します。

7. アプライアンスのステータスを検証し、移行が可能であることを確認します。

8. VMワークロードを移行する。
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前提条件

作業を開始する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。詳細については、を参
照してください "リンク"。接続などの前提条件が整ったら、Azure VMware解決策 ポータルからライセ
ンスキーを生成して、HCXを設定してアクティブにします。OVAインストーラをダウンロードしたら、
次の手順に従ってインストールプロセスを実行します。

HCx advancedはデフォルトオプションであり、VMware HCX Enterprise Editionはサポー
トチケットを通じても利用でき、追加料金なしでサポートされます。

• 既存のAzure VMware解決策 Software-Defined Data Center（SDDC）を使用するか、またはこれを使
用してプライベートクラウドを作成します "ネットアップのリンク" またはこれ "Microsoftのリンク
"。

• オンプレミスのVMware vSphere対応データセンターからVMと関連データを移行するには、データ
センターからSDDC環境へのネットワーク接続が必要です。ワークロードを移行する前に、 "サイト
間VPNまたはエクスプレスルートグローバルリーチ接続をセットアップします" オンプレミス環境と
それぞれのプライベートクラウドの間。

• オンプレミスのVMware vCenter Server環境からAzure VMware解決策 プライベートクラウドへのネ
ットワークパスで、vMotionを使用したVMの移行がサポートされている必要があります。

• 必要なを確認します "ファイアウォールルールとポート" オンプレミスのvCenter ServerとSDDC

vCenter間のvMotionトラフィックに許可されます。プライベートクラウドでは、vMotionネットワー
ク上のルーティングはデフォルトで設定されます。

• Azure NetApp Files NFSボリュームは、Azure VMware解決策 でデータストアとしてマウントする必
要があります。詳細な手順を実行します "リンク" を使用して、Azure NetApp Files データストア
をAzure VMwareソリューションホストに接続します。
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アーキテクチャの概要

テスト目的で、この検証に使用したオンプレミスのラボ環境はサイト間VPNを介して接続されており、
オンプレミスでAzure VMware解決策 に接続できます。

解決策 の導入

一連の手順に従って、この解決策 の導入を完了します。
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手順1：アドオンオプションを使用して、Azure PortalからHCXをインストールする

インストールを実行するには、次の手順を実行します。

1. Azureポータルにログインし、Azure VMware解決策 プライベートクラウドにアクセスします。

2. 適切なプライベートクラウドを選択し、アドオンにアクセスします。これを行うには、* Manage >

Add-ons *に移動します。

3. [HCX Workload Mobility]セクションで、[* Get Started*]をクリックします。

セクションのスクリーンショット。"]

4. [契約条件に同意します]オプションを選択し、[有効化して展開]をクリックします。

デフォルトの展開はHCX Advancedです。エンタープライズエディションを有効にするに
は、サポートリクエストを開きます。

導入には約25～30分かかります。
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セクションの完了のスクリーンショット。"]
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手順2：オンプレミスのvCenter ServerにインストーラOVAを導入する

オンプレミスコネクタをAzure VMware解決策 のHCX Managerに接続するには、オンプレミス環境で適
切なファイアウォールポートが開いていることを確認します。

HCX ConnectorをオンプレミスのvCenter Serverにダウンロードしてインストールするには、次の手順を
実行します。

1. AzureポータルからAzure VMware解決策 にアクセスし、プライベートクラウドを選択して、*

Manage > Add-ons > Migration * using HCXを選択し、HCX Cloud Managerポータルをコピーし
てOVAファイルをダウンロードします。

HCXポータルにアクセスするには、デフォルトのCloudAdminユーザー資格情報を使用
します。

2. jumphostを使用してmailto：cloudadmin@vsphere.loca l [cloudadmin@vsphere.loca l^]でHCXポータ
ルにアクセスしたら、* Administration > System Updates に移動し、 Request Download Link *をク
リックします。

OVAをダウンロードするか、OVAにコピーしてブラウザに貼り付け、オンプレミス
のvCenter Serverに導入するVMware HCX Connector OVAファイルのダウンロードプ
ロセスを開始します。
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3. OVAをダウンロードしたら、* Deploy OVF Template *オプションを使用して、OVAをオンプレミス
のVMware vSphere環境に導入します。

4. OVA導入に必要なすべての情報を入力し、「次へ」をクリックしてから、「*完了」をクリックし
てVMware HCX Connector OVAを導入します。

仮想アプライアンスの電源を手動でオンにします。

手順については、を参照してください "VMware HCXユーザーガイド"。
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手順3：ライセンスキーを使用してHCXコネクタをアクティブにします

VMware HCX Connector OVAをオンプレミスに導入してアプライアンスを起動したら、次の手順を実行
してHCX Connectorをアクティブにします。Azure VMware解決策 ポータルからライセンスキーを生成
し、VMware HCXマネージャでアクティブ化します。

1. AzureポータルからAzure VMware解決策 にアクセスし、プライベートクラウドを選択して、*

Manage > Add-ons > Migration Using HCX*を選択します。

2. [* HCXキーを使用してオンプレミスと接続する*]で、[*追加]をクリックしてアクティベーションキー
をコピーします。

導入されているオンプレミスのHCXコネクタごとに別々のキーが必要です。

3. オンプレミスのVMware HCX Managerにログインします "https://hcxmanagerIP:9443" 管理者のクレ
デンシャルを使用

OVAの導入時に定義されたパスワードを使用します。

4. ライセンスで、手順3からコピーしたキーを入力し、[* Activate*（有効化*）]をクリックします。

オンプレミスのHCXコネクタにはインターネットアクセスが必要です。

5. [Datacenter Location]には、VMware HCX Managerをオンプレミスにインストールするために最も
近い場所を指定します。[ Continue （続行） ] をクリックします

6. システム名*で名前を更新し、*続行*をクリックします。

7. [はい、続行]をクリックします。

8. [* vCenterの接続*]で、vCenter Serverの完全修飾ドメイン名（FQDN）またはIPアドレスと適切なク
レデンシャルを入力し、[*続行]をクリックします。
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あとで接続の問題が発生しないようにFQDNを使用してください。

9. Configure SSO/PSC で、プラットフォームサービスコントローラのFQDNまたはIPアドレスを入力
し、 Continue *をクリックします。

VMware vCenter ServerのFQDNまたはIPアドレスを入力します。

10. 入力された情報が正しいことを確認し、[* Restart]をクリックします。

11. サービスが再起動すると、表示されるページに緑で表示されます。vCenter ServerとSSOの両方に適
切な設定パラメータが必要です。これは前のページと同じである必要があります。

この処理には10~20分かかります。また、プラグインをvCenter Serverに追加する必要
があります。
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手順4：オンプレミスのVMware HCXコネクタをAzure VMware解決策 HCX Cloud Managerとペアリングします

オンプレミスとAzure VMware解決策 の両方にHCX Connectorをインストールした後、このペアリング
を追加して、オンプレミスのVMware HCX Connector for Azure VMware解決策 プライベートクラウドを
構成します。サイトペアリングを設定するには、次の手順を実行します。

1. オンプレミスのvCenter環境とAzure VMware解決策 SDDCの間にサイトペアを作成するには、オン
プレミスのvCenter Serverにログインし、新しいHCX vSphere Web Clientプラグインにアクセスしま
す。

2. [インフラストラクチャ]で、[サイトペアリングの追加*]をクリックします。

プライベートクラウドにアクセスするための、Azure VMware解決策 HCXのURLまた
はIPアドレス、およびCloudAdminロールのクレデンシャルを入力します。

3. [ 接続 ] をクリックします。
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VMware HCX Connectorは、ポート443経由でHCX Cloud Manager IPにルーティング
できる必要があります。

4. ペアリングが作成されると、新しく構成されたサイトペアリングがHCXダッシュボードで使用でき
るようになります。
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手順5：ネットワークプロファイル、コンピューティングプロファイル、およびサービスメッシュを設定します

VMware HCX Interconnectサービスアプライアンスは、インターネットを介したレプリケーションおよ
びvMotionベースの移行機能を提供し、ターゲットサイトへのプライベート接続を提供します。インター
コネクトは、暗号化、トラフィックエンジニアリング、VMモビリティを提供します。インターコネクト
サービスアプライアンスを作成するには、次の手順を実行します。

1. インフラストラクチャー（Infrastructure）で、*インターコネクト（Interconnect）>マルチサイトサ
ービスメッシュ（Multi-Site Service Mesh）>プロファイル計算（Compute Profiles）>コンピュート
プロファイル作成（Create Compute Profile）*を選択

コンピューティングプロファイルでは、導入されるアプライアンスや、HCXサービス
からアクセスできるVMwareデータセンターの部分などの導入パラメータを定義しま
す。

2. コンピューティングプロファイルを作成したら、*マルチサイトサービスメッシュ>ネットワークプロ
ファイル>ネットワークプロファイルの作成*を選択して、ネットワークプロファイルを作成します。

ネットワークプロファイルは、HCXが仮想アプライアンスに使用するIPアドレスとネットワークの範
囲を定義します。

この手順には複数のIPアドレスが必要です。これらのIPアドレスは、管理ネットワー
クからインターコネクトアプライアンスに割り当てられます。
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3. 現時点では、コンピューティングプロファイルとネットワークプロファイルは正常に作成されていま
す。

4. [Interconnect（相互接続）]オプションの[* Service Mesh（サービスメッシュ*）]タブを選択してサー
ビスメッシュを作成し、オンプレミスサイトとAzure SDDCサイトを選択します。

5. サービスメッシュは、ローカルとリモートのコンピューティングプロファイルとネットワークプロフ
ァイルのペアを指定します。

このプロセスの一部として、セキュアなトランスポートファブリックを作成するため
に、ソースサイトとターゲットサイトの両方にHCXアプライアンスが展開され、自動
的に設定されます。

6. これが設定の最後の手順です。導入が完了するまでに約30分かかります。サービスメッシュを設定
すると、ワークロードVMを移行するためのIPsecトンネルが正常に作成され、環境の準備が整いま
す。
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手順6：ワークロードを移行する

さまざまなVMware HCX移行テクノロジを使用して、オンプレミスとAzure SDDC間でワークロードを双
方向に移行できます。VMは、HCXバルク移行、HCX vMotion、HCXコールド移行、HCX Replication

Assisted vMotion（HCX Enterprise Editionで利用可能）、HCX OS Assisted Migration（HCX Enterprise

Editionで利用可能）などの複数の移行テクノロジーを使用して、VMware HCXでアクティブ化されたエ
ンティティとの間で移動できます。

さまざまなHCX移行メカニズムの詳細については、を参照してください "VMware HCXの移行タイプ"。

一括移行

このセクションでは、一括移行のメカニズムについて詳しく説明します。HCXの一括移行機能では、移
行先のvSphere HCXインスタンスでVMを再作成する際に、vSphere Replicationを使用してディスクファ
イルを移行します。

VMの一括移行を開始するには、次の手順を実行します。

1. [Services]>[Migration]の下の[Migrate]タブにアクセスします。

2. [リモートサイト接続*]で、リモートサイト接続を選択し、ソースとデスティネーションを選択しま
す。この例では、デスティネーションはAzure VMware解決策 SDDC HCXエンドポイントです。

3. [移行するVMの選択]をクリックします。これにより、すべてのオンプレミスVMが一覧表示されま
す。match:value式に基づいてVMを選択し、* Add *をクリックします。

4. [転送と配置]セクションで、移行プロファイルを含む必須フィールド（クラスタ、ストレージ、デス
ティネーション、ネットワーク）を更新し、[検証]をクリックします。
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5. 検証チェックが完了したら、*移動*をクリックして移行を開始します。

この移行では、移行元VMディスクのデータをプレースホルダディスクにレプリケート
できるように、移行先vCenter内の指定したAzure NetApp Files データストアにプレー
スホルダディスクが作成されます。HBRはターゲットへの完全な同期に対してトリガ
ーされ、ベースラインが完了すると、RPO（目標復旧時点）サイクルに基づいて増分
同期が実行されます。フル/増分同期が完了すると、特定のスケジュールが設定されて
いないかぎり、スイッチオーバーが自動的にトリガーされます。

6. 移行が完了したら、移行先のSDDC vCenterにアクセスして同じことを検証します。
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さまざまな移行オプションの詳細と、HCXを使用してオンプレミスからAzure VMware解決策 にワーク
ロードを移行する方法については、を参照してください "VMware HCXユーザーガイド"。

このプロセスの詳細については、次の詳細なウォークスルービデオをご覧ください。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/Migration_HCX_AVS_ANF_Bulk.mp4 (video)

HCX vMotionオプションのスクリーンショットを次に示します。

このプロセスの詳細については、次の詳細なウォークスルービデオをご覧ください。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/Migration_HCX_AVS_ANF_VMotion.mp4 (video)

移行に十分な帯域幅を使用できることを確認します。

移行先のANFデータストアには、移行を処理するための十分なスペースが必要です。

まとめ

オンプレミスのあらゆるタイプ/ベンダーストレージに存在するオールクラウドやハイブリッドクラウド、デ
ータのいずれをターゲットとしている場合でも、Azure NetApp Files とHCXは、アプリケーションワークロー
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ドを展開して移行するための優れたオプションを提供し、データ要件をアプリケーションレイヤとシームレス
にすることでTCOを削減します。どのようなユースケースでも、クラウドのメリット、一貫したインフラ、
オンプレミスと複数のクラウドにわたる運用、ワークロードの双方向の移動、エンタープライズクラスの容量
とパフォーマンスを迅速に実現するには、Azure VMware解決策 とAzure NetApp Files を選択してくださ
い。VMware vSphere Replication、VMware vMotion、Network File Copy（NFC；ネットワークファイルコピ
ー）を使用してストレージの接続やVMの移行を行う場合と同じ手順を実行します。

重要なポイント

本ドキュメントの主な内容は次のとおりです。

• Azure NetApp Files をAzure VMware解決策 SDDC上のデータストアとして使用できるようになりまし
た。

• オンプレミスからAzure NetApp Files データストアへのデータの移行は簡単です。

• Azure NetApp Files データストアは、移行アクティビティ中に必要な容量やパフォーマンスに合わせて簡
単に拡張および縮小することができます。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次の Web サイトのリンクを参照してください。

• Azure VMware解決策 のドキュメント

"https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/"

• Azure NetApp Files のドキュメント

"https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/"

• VMware HCXユーザーガイド

"https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.4/hcx-user-guide/GUID-BFD7E194-CFE5-4259-B74B-

991B26A51758.html"

Region Availability - ANFの補助的なNFSデータストア

Microsoftは、AzureとAVS上でNFSデータストアの補足情報を提供します。まず、AVS

とANFの両方が特定の地域で利用可能かどうかを確認する必要があります。次に、ANF

補助NFSデータストアがそのリージョンでサポートされているかどうかを確認する必要
があります。

• AVSとANFの対応状況を確認します "こちらをご覧ください"。

• ANF補助NFSデータストアが使用可能かどうかを確認します "こちらをご覧ください"。
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ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じ
る責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップ
の特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ
って保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR

5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関
する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、デー
タの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよび
コンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対
し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有
し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使
用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開
示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権
については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。そ
の他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。
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