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クラウドへの移行を成功させるポイントは、運用中のシステムにできるだけ手を加えずに移行する事です。

VMware vSphere®ベースのクラウドサービス「ホワイトクラウド ASPIRE」(以降「ASPIRE」という)なら
現在運用中のシステムにほとんど手を加えずにクラウド移行を実現する事が可能です。
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ソフトバンクがキャリアグレードで
クラウドとネットワークの保守運用・サポートをワンストップ提供

お客さまの作業範囲
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現在自社で運用中のシステムをクラウドに移行することにより、コストおよび運用・保守の負荷を軽減できます。

また、必要なシステムを必要な時だけ使用する事ができるためIT投資の柔軟性、可視化、BCP対策としても有効です。

クラウド移行によるメリットと成功のポイント

オンプレミスとの高い互換性

仮想マシンのリソースサイズを
自由に選択可能

自由なネットワーク設計で
構成を変えずにクラウド化が可能

SLAは安心の99.999%

VMware vSphere基盤を採用しているため
オンプレミスから簡単な移行を実現
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同じ仮想化基盤

簡単な移行方法
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【1ヶ月のダウンタイム許容時間】
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▶仮想マシンのサイズ定義は無し　

▶仮想マシンのサイズ変更は自由自在

▶Hot Addでリソース追加可能
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・NICのMACアドレスが変わります。

・仮想マシンHWバージョンは11以下である
必要があります。

・アップロード時間が24時間を超える場合、
正常にアップロードできない場合があります。

・OVFで移行する場合、事前にOVFファイル
をZIP形式で圧縮する必要があります。

・NICのMACアドレスが変わります。

・仮想マシンHWバージョンは11以下である
必要があります。

・NICのMACアドレスが変わります。

・バックアップソフトをご用意いただく必要
があります。

制限事項

無料
有料

ASPIREオプションメニュー
「VMインポート」の費用がかかります。

有料
別途ご用意いただくバックアップ
ソフトの料金がかかります。

移行費用

100GB/VM 以下 100GB/VM 以上 容量問わず移行容量

数十分～数時間 数日 数時間～  移行時間※

VMware vSphereベース
仮想マシン

VMware vSphereベース
仮想マシン

物理サーバまたは
Hyper-V仮想マシンなど

移行対象

インターネット経由での
ファイルアップロード

外付けUSBハードディスクの
受け渡し

バックアップソフトによる
バックアップとリストア

移行方法

OVF/OVAファイル移行 VMDKファイル移行 イメージバックアップデータ移行移行方式

移行方法A 移行方法B

＞100GB/VM

＜100GB/VM

No

物理

Yes

仮想

移行方法C

ASPIREへ移行する方法は、移行するサーバの種類により3つのパターンに振り分けられます。

クラウド移行パターン

【移行方法比較表】

移行方法A 移行方法B

仮想マシンサイズ

vSphereベース
仮想マシン

移行元サーバ種類

移行方法策定

移行方法C

※移行時間、移行容量は目安です。実際の環境により大きく異なる場合がございます。
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「ASPIREのセルフポータルサイト」（以降「セルフポータルサイト」という）を利用したインターネット経由での移行方法

です。セルフポータルサイトの標準機能（インポート機能）を利用して移行が可能です。移行容量や移行台数が少ない

場合にお勧めです。

移行方法A （OVF/OVAファイル移行）

お客さまにて対象仮想マシンをOVFファイルまたはOVAファイルで現在運用中の環境からエクスポートして頂きます。

仮想マシンのエクスポート方法はVMware vSphereドキュメントセンターの情報を参考にしてください。

移行元仮想マシンのOVF/OVAをエクスポートStep 1

お客さまにて作成したOVFファイルまたはOVAファイルをセルフポータルサイトからHTTPS経由でインポートします。
※セルフポータルサイト経由のインポート方法は「ホワイトクラウド ASPIRE サービスご利用ガイド」を参照してください。

移行元仮想マシンのOVF/OVAをインポートStep 2

ホワイトクラウド ASPIRE サービスご利用ガイド - OVF／OVAファイルを一時領域にアップロードする

https://www.softbank.jp/biz/cloud/iaas/aspire/guide/crt_vmg_crt_vmg_03

※ASPIRE にサポートされていないデバイスをご利用する場合、仮想マシンの保護機能が正常に動作しない可能性がございます。

  サポートするデバイスの詳細は「ホワイトクラウド ASPIRE サービスご利用ガイド」を参照してください。

ホワイトクラウド ASPIRE サービスご利用ガイド ‒ 各種OS の対応デバイス・機能

https://www.softbank.jp/biz/cloud/iaas/aspire/guide/crt_vm_cg_vmset_09/

VMware vSphere 6.7 のエクスポート方法

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-B05A4E9F-DD21-4397-95A1-00125AFDA9C8.html

VMware vSphere 6.5 のエクスポート方法

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-B05A4E9F-DD21-4397-95A1-00125AFDA9C8.html

VMware vSphere 6.0 のエクスポート方法

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/6.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-B05A4E9F-DD21-4397-95A1-00125AFDA9C8.html

VMware vSphere 5.5 のエクスポート方法

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/5.5/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-B05A4E9F-DD21-4397-95A1-00125AFDA9C8.html

エクスポート OVF/OVAVM

Internet

ASPIREお客さま拠点

OVF/OVA
VM VMVM
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外付けUSBハードディスクの引き渡しと受け取りによる移行方法です。

インターネットを介さずに移行できますので、移行容量や移行台数が多い場合にお勧めです。

ASPIREオプションメニューの「VMインポート」をお申込み頂く必要がございます。

移行方法B （VMDKファイル移行）

お客さまにて移行元仮想マシンのVMDKファイルを外付けUSBハードディスクに保存して頂きます。
※外付けUSBハードディスクのインターフェースはUSB3.0（Standard-A）を推奨いたします。

移行元仮想マシンのVMDKファイルを保存Step 1

VMDKファイルを保存している外付けUSBハードディスクを弊社担当に引き渡します。

弊社担当によりVMDファイルのインポート作業を代行いたします。

VMDKファイルの引き渡しStep 2

※ASPIREにサポートされていないデバイスをご利用する場合、仮想マシンの保護機能が正常に動作しない可能性がございます。

  サポートするデバイスの詳細は「ホワイトクラウド ASPIRE サービスご利用ガイド」を参照してください。

ホワイトクラウド ASPIRE サービスご利用ガイド ‒ 各種OS の対応デバイス・機能

https://www.softbank.jp/biz/cloud/iaas/aspire/guide/crt_vm_cg_vmset_09/

エクスポート VMDKVM

ASPIREお客さま拠点

VMDK
VM VMVM
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バックアップソフトを利用した移行方法です。物理サーバやHyper-Vの仮想マシンなどVMware vSphereベース

以外の仮想マシンを移行する場合にお勧めです。ご利用にあたってはお客さまにて下記のご準備をお願い致します。

・バックアップソフト　※本書では[Acronis Backup]（以降「Acronis」という）を例として使用

・お客さま拠点(イメージバックアップデータ)とASPIRE(リストア先仮想マシン)間のネットワーク接続(IP-VPNなど)

移行方法C （イメージバックアップデータ移行）

お客さまにてセルフポータルサイトでOSがインストールされていない仮想マシンを作成していただきます。

セルフポータルサイトにてAcronis社が提供するリストア用の起動ディスク（iso形式）を仮想マシンに

マウントした状態で起動し、起動画面上にてStep1で取得したデータを指定し、リストアを行います。
※起動ディスクを使用したリストア方法は「Acronis Backup 12 簡単セットアップガイド」の「ブータブルメディアを使用した復元」をご参照ください。

※記載の内容は、2019年10月現在の情報です。※表記のサービス内容は予告なく変更する場合がございます。お申し込み時にご確認ください。
※VMware、VMware vSphereは、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。※サービスの名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。
※SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

イメージバックアップからのリストアStep 2

Acronis Backup 12 簡単セットアップガイド

http://dl.acronis.com/u/pdf/4-Acronis_Backup_Recovery.pdf

お客さまにてバックアップソフト(Acronis)で移行元サーバを現在利用している共有フォルダまたはNASなどにイメージバック

アップ（OSを含めたフルバックアップ）して頂きます。

移行元サーバのイメージバックアップStep 1

サービス内容の詳細および問い合わせは、当社営業担当者または下記サイトをご確認ください。

https://www.softbank.jp/biz/cloud/iaas/aspire/■お問い合わせ

https://www.softbank.jp/biz/cloud/iaas/aspire/guide/■ご利用ガイド

お客さま拠点

バックアップ
サーバ

閉域接続 ASPIREお客さま拠点

リストア

VM
ISO

バックアップ
サーバ


