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VMware Cloud on AWS の運用について

VMware Cloud on AWS Operations 運用ガイドには、VMware Cloud on AWS Software-Defined Data 
Center (SDDC) の継続的な運用をサポートする高度な SDDC 機能（ストレージ管理、プロビジョニング、オンプ

レミス データセンターとのシームレスな相互運用など）の設定に関する情報が記載されています。

対象読者

本ガイドは、CloudAdmin ロールや、組織所有のオブジェクトに対する管理者権限が含まれるロールを持つ、

VMware Cloud on AWS 組織のメンバーを主に対象としています。ここでは、オンプレミス データセンターのコ

ンテンツを使用した SDDC のプロビジョニング、S3 や Direct Connect などの AWS サービスの利用、および 

VMware Cloud on AWS と他の VMware ツールおよび Amazon ツールとの連携など、製品の運用について説

明しています。

本書は、読者に『VMware Cloud on AWS スタート ガイド』に記載されている管理ネットワークが設定された 

SDDC の使用経験があることを前提にしています。また、オンプレミス環境での vSphere の設定および管理経験が

あり、仮想化の概念を深く理解されている方向けの内容となっています。Amazon Web Services に関しての深い

知識があることが望ましいですが、必要ではありません。
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Software-Defined Data Center 
(SDDC) について 1
VMware Cloud on AWS SDDC には、コンピューティング、ストレージ、ネットワークのリソースが含まれま

す。

各 SDDC は、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 内で実行され、完全な VMware スタックを提供します。

これには、vCenter Server、NSX Software-Defined Networking、vSAN Software-Defined Storage、お

よびワークロードにコンピューティングとストレージのリソースを提供する 1 台以上の ESXi ホストが含まれます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n サポート対象の SDDC のバージョン

n VMware Cloud on AWS における構成の上限

n VMware Cloud on AWS とコンポーネント リリースの関連付け

n VMware Cloud on AWS 開発者向けリソース

n Software-Defined Data Center (SDDC) の展開と管理

n VMware Transit Connect™ を使用した SDDC 展開グループの作成と管理

n SDDC のコンプライアンス強化の構成

n VMware Cloud on AWS での VMware Tanzu™ Kubernetes Grid™ の使用

n SDDC のアップグレードとメンテナンス

n 請求情報

n SDDC 管理アプライアンスのアップサイジング

n SDDC のロールと権限

サポート対象の SDDC のバージョン

各バージョンの SDDC ソフトウェアは、特定の期間のみサポートされます。サービスの健全性と可用性を維持する

には、SDDC ソフトウェアのアップデートが必要です。

SDDC ソフトウェアの各バージョンには有効期限があります。VMware は、有効期限を超過したソフトウェア バー

ジョンの SDDC についてはサポートを提供しません。

SDDC ソフトウェアのバージョンを確認する方法については、サポートを依頼を参照してください。
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表 1-1. SDDC ソフトウェア バージ
ョンのライフサイクル サポート

SDDC のバージョ

ン 有効期限

1.20 未定

1.19 未定

1.18 未定

1.17 2023 年 5 月 31 日

1.16 2023 年 4 月 30 
日

1.15 2022 年 10 月 31 
日

1.14 2022 年 9 月 30 
日

1.13 2022 年 2 月 28 
日

1.12 2022 年 1 月 31 日

1.11 2021 年 7 月 31 日

1.10 2021 年 6 月 30 日

VMware Cloud on AWS における構成の上限

VMware Cloud on AWS の多くの機能には、上限と下限が関連付けられています。

記載されているすべての制限は、特に指定のない限りハード リミットです。ハード リミットを変更することはでき

ません。ソフト リミットと記載されている制限は、要求に応じて大きくすることができます。ソフト リミットを大

きくするように要求するには、VMware のサポートにお問い合わせください。

最新の最大値については、VMware Configuration Maximums を参照してください。

VMware Cloud on AWS とコンポーネント リリースの関連付け

次の表に、各 SDDC バージョンに関連付けられている ESXi、VSAN、vCenter Server、NSX、および仮想マシ

ンのハードウェア バージョンを示します。

SDDC のバージョン ESXi のバージョン VSAN のバージョン

vCenter Server 
のバージョン NSX のバージョン

仮想マシンのハード

ウェア バージョン

1.20v3 8.0.0（ビルド 

21394520）

8.0.0（ビルド 

21394520）

8.0.0（ビルド 

21394519）

4.0.1（ビルド 

21376385）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.20v2 8.0.0（ビルド 

20430035）

8.0.0（ビルド 

20430035）

8.0.0（ビルド 

20432146）

4.0.1（ビルド 

20682514）

19（バージョン 14 が
デフォルト）
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SDDC のバージョン ESXi のバージョン VSAN のバージョン

vCenter Server 
のバージョン NSX のバージョン

仮想マシンのハード

ウェア バージョン

1.20 8.0.0（ビルド 

20430035）

8.0.0（ビルド 

20430035）

8.0.0（ビルド 

20432146）

4.0.1（ビルド 

20417290）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.19 8.0.0（ビルド 

20011649）

8.0.0（ビルド 

20011649）

8.0.0（ビルド 

20011647）

4.0.0（ビルド 

20002995）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v11 7.0.3（ビルド 

21214623）

7.0.3（ビルド 

21214623）

7.0.3（ビルド 

20870699）

3.1.5（ビルド 

21087088）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v10 7.0.3（ビルド 

20905787）

7.0.3（ビルド 

20905787）

7.0.3（ビルド 

20870699）

3.1.5（ビルド 

20849703）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v9 7.0.3（ビルド 

20601526）

7.0.3（ビルド 

20601526）

7.0.3（ビルド 

20532039）

3.1.5（ビルド 

20597412）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v8 7.0.3（ビルド 

20601526）

7.0.3（ビルド 

20601526）

7.0.3（ビルド 

20532039）

3.1.5（ビルド 

20541529）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v7 7.0.3（ビルド 

20598377）

7.0.3（ビルド 

20598377）

7.0.3（ビルド 

20532039）

3.1.5（ビルド 

20541529）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v6 7.0.3（ビルド 

20278438）

7.0.3（ビルド 

20278438）

7.0.3（ビルド 

20277315）

3.1.5（ビルド 

20266905）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v5 7.0.3（ビルド 

20067464）

7.0.3（ビルド 

20067464）

7.0.3（ビルド 

20073839）

3.1.5（ビルド 

20020624）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v4 7.0.3（ビルド 

19888012）

7.0.3（ビルド 

19888012）

7.0.3（ビルド 

19888010）

3.1.5（ビルド 

19852944）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v3 7.0.3（ビルド 

19774523）

7.0.3（ビルド 

19774523）

7.0.3（ビルド 

19774521）
3.1.5（ビルド 

19540791）
19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18v2 7.0.3（ビルド 

1966653）

7.0.3（ビルド 

19666536）

7.0.3（ビルド 

19666520）

3.1.5（ビルド 

19540791）
19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.18 7.0.3（ビルド 

19585512）

7.0.3（ビルド 

19585512）

7.0.3（ビルド 

19584923）

3.1.5（ビルド 

19540791）
19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.17 7.0.3（ビルド 

18877114）

7.0.3（ビルド 

18877114）

7.0.3（ビルド 

18944372）

3.1.4（ビルド 

18898460）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v12 7.0.3（ビルド 

20239070）

7.0.3（ビルド 

20239070）

7.0.3（ビルド 

20225869）

3.1.3（ビルド 

20217630）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v11 7.0.3（ビルド 

20028060）

7.0.3（ビルド 

20028060）

7.0.3（ビルド 

20029357）

3.1.3（ビルド 

20006856）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v10 7.0.3（ビルド 

19924251）
7.0.3（ビルド 

19924251）
7.0.3（ビルド 

19924211）
3.1.3（ビルド 

19891738）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v9 7.0.3（ビルド 

19760096）

7.0.3（ビルド 

19760096）

7.0.3（ビルド 

19760094）

3.1.3（ビルド 

19762317）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v8 7.0.3（ビルド 

19588084）

7.0.3（ビルド 

19588084）

7.0.3（ビルド 

19504857）

3.1.3（ビルド 

19724625）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v7 7.0.3（ビルド 

19588084）

7.0.3（ビルド 

19588084）

7.0.3（ビルド 

19504857）

3.1.3（ビルド 

19572985）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v6 7.0.3（ビルド 

19230660）

7.0.3（ビルド 

19230660）

7.0.3（ビルド 

19388229）

3.1.3（ビルド 

19536855）

19（バージョン 14 が
デフォルト）
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SDDC のバージョン ESXi のバージョン VSAN のバージョン

vCenter Server 
のバージョン NSX のバージョン

仮想マシンのハード

ウェア バージョン

1.16v5 7.0.3（ビルド 

19230660）

7.0.3（ビルド 

19230660）

7.0.3（ビルド 

19388229）

3.1.3（ビルド 

19187344）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v4 7.0.3（ビルド 

19230660）

7.0.3（ビルド 

19230660）

7.0.3（ビルド 

19230656）

3.1.3（ビルド 

19187344）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v3 7.0.3（ビルド 

18895054）

7.0.3（ビルド 

18895054）

7.0.3（ビルド 

18923793）

3.1.3（ビルド 

18883348）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16v2 7.0.3（ビルド 

18809690）

7.0.3（ビルド 

18809690）

7.0.3（ビルド 

18725380）

3.1.3（ビルド 

18707895）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.16 7.0.3（ビルド 

18710037）

7.0.3（ビルド 

18710037）

7.0.3（ビルド 

18725380）

3.1.3（ビルド 

18707895）

19（バージョン 14 が
デフォルト）

1.15v2 7.0.2（ビルド 

18186873）

7.0.2（ビルド 

18186873）

7.0.2（ビルド 

18241532）

3.1.2（ビルド 

18196142）

17

1.15 7.0.2（ビルド 

18110030）

7.0.2（ビルド 

18110030）

7.0.2（ビルド 

18137590）

3.1.2（ビルド 

18112709）

17

1.14v7 7.0.2（ビルド 

18893290）

7.0.2（ビルド 

18893290）

7.0.2（ビルド 

18900449）

3.0.3（ビルド 

18790718）

17

1.14v6 7.0.2（ビルド 

18596908）

7.0.2（ビルド 

18596908）

7.0.2（ビルド 

18596906）

3.0.3（ビルド 

18574048）

17

1.14v5 7.0.2（ビルド 

18370790）

7.0.2（ビルド 

18370790）

7.0.2（ビルド 

18370788）

3.0.3（ビルド 

18358881）
17

1.14v4 7.0.2（ビルド 

18226209）

7.0.2（ビルド 

18226209）

7.0.2（ビルド 

18231847）

3.0.3（ビルド 

18084735）

17

1.14v3 7.0.2（ビルド 

18118720）

7.0.2（ビルド 

18118720）

7.0.2（ビルド 

18119277）

3.0.3（ビルド 

18084735）

17

1.14v2 7.0.2（ビルド 

17867587）

7.0.2（ビルド 

17867587）

7.0.2（ビルド 

17933601）
3.0.3（ビルド 

17818935）

17

1.14 7.0.2（ビルド 

17776467）

7.0.2（ビルド 

17776467）

7.0.2（ビルド 

17803906）

3.0.3（ビルド 

17723245）

17

VMware Cloud 
on AWS 
GovCloud (1.9)

7.0.0（ビルド 

15423985）

7.0.0（ビルド 

15423985）

7.0.0（ビルド 

15424599）

2.5.1（ビルド 

15419370）

17

注：   i3en メタルで実行されているアプリケーションの効率を向上させるための手順については、VMware のナレ

ッジベースの記事 KB88920 を参照してください。 

互換性のあるソリューションのバージョンについては、VMware 製品の相互運用性マトリックスを参照してくださ

い。

n VMware Site Recovery Manager の相互運用性

n VMware HCX
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VMware Cloud on AWS 開発者向けリソース

VMware Cloud on AWS では、拡張可能なオープン フレームワークが提供されています。ユーザー、パートナ

ー、独立系ソフトウェア ベンダー、およびオープンソース ソフトウェア コントリビュータはこのフレームワークを

使用することで、SDDC の作成、展開、および管理を統合、拡張、自動化するスクリプト、ソリューション、サービ

スを作成できます。

使用可能な API、SDK、CLI などのリソースの詳細を確認するには、VMware Cloud on AWS Dev Center に

アクセスしてください。vSphere のオンプレミス インストール環境に適用されている多くのネイティブ vSphere 
ツールを使用して、SDDC の vSphere 操作を自動化することもできます。vSphere のドキュメントのデベロッパ

ー センターの操作を参照してください。

Software-Defined Data Center (SDDC) の展開と管理

Software-Defined Data Center の展開は、VMware Cloud on AWS サービスを使用するための最初の手順で

す。SDDC の展開後に、SDDC に関する情報を表示し、管理タスクを実行できます。

SDDC を展開する前に、いくつかのアクションを検討する必要があります。

接続中の AWS アカウント

VMware Cloud on AWS に SDDC を展開すると、SDDC は組織専用の AWS アカウント および VPC 内に作

成され、VMware によって管理されます。また、SDDC をユーザーに属する AWS アカウント に接続する必要が

あります。これは、ユーザー AWS アカウント と呼ばれます。これにより、SDDC はユーザー アカウントに属する 

AWS サービスにアクセスできます。

VMware Cloud on AWS には、1 台または複数のホストを展開できます。

単一ホストの SDDC を展開する場合、ユーザーの AWS アカウントへのリンクを最大で 2 週間延期することができ

ます。単一ホストの SDDC は、AWS アカウントをリンクするまで、複数ホストで構成される SDDC にスケール

アップすることができません。複数ホストで構成される SDDC を展開する場合は、SDDC の展開時にユーザーの 

AWS アカウントをリンクする必要があります。

Amazon VPC の設定と可用性の要件

使用する VPC、サブネット、AWS アカウントは、次の要件を満たす必要があります。

n サブネットは、VMware Cloud on AWS を使用可能な AWS アベイラビリティ ゾーン (AZ) 内に存在する必

要があります。最初に、SDDC を作成する AWS リージョン内のすべての AZ でサブネットを作成します。こ

れにより、SDDC を展開可能なすべての AZ を識別して、使用する SDDC の配置のニーズに最適な AZ を選択

することができます。特定の AZ で実行する AWS ワークロードと VMC ワークロードを近接させるか、分離

するかなどのニーズによって選択します。Amazon VPC コンソールを使用して VPC にサブネットを作成す

る方法については、AWS ドキュメントの Creating a Subnet in Your VPC を参照してください。

n サブネットは、接続されている AWS アカウントに含まれている必要があります。サブネットを別のアカウント

が所有したり、共有したりすることはできません。
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n リンクされている AWS アカウントには、SDDC が展開されている各リージョンで、SDDC ごとに最低 17 ENI 
を作成できる容量が必要です。1 つのクラスタ内で 16 台を超えるホストをプロビジョニングすることはできま

せんが、計画されたメンテナンスや Elastic DRS などの SDDC 操作では、場合により、最大 16 台のホストを

一時的に追加する必要があります。そのため、1 つのリージョンおよび SDDC ごとに 32 の ENI を作成できる

容量を持つ AWS を使用することをお勧めします。

n 各 SDDC に専用の /26 CIDR ブロックを 1 つ用意し、他の AWS サービスや EC2 インスタンスではそのサブ

ネットを使用しないことをお勧めします。このブロックの一部の IP アドレスは内部使用のために予約されるた

め、/26 CIDR ブロックは SDDC IP アドレスの要件を満たすことができる最小サブネットです。

n AWS サービスまたはインスタンスが SDDC と通信するすべての VPC サブネットを、接続された VPC のメ

イン ルート テーブルと関連付ける必要があります。カスタム ルート テーブルの使用やメイン ルート テーブル

の置き換えはサポートされていません。デフォルトでは、AWS はメイン ルート テーブルのサイズを 50 個の

ルートに制限します。メイン ルート テーブルは、ルーティングされた各 SDDC ネットワーク セグメントのエ

ントリに加え、管理ネットワーク CIDR、および AWS アカウントで直接作成する追加ルートに対応する必要が

あります。このため、デフォルトの制限は、特に、複数の SDDC を VPC に接続する場合は、SDDC ネットワ

ークに対して適切ではない場合があります。ルート テーブルのサイズの引き上げは、Amazon VPC quotas に

記述されたとおりにリクエストできます。

n ENI 接続に使用される VPC サブネットの CIDR ブロックの容量が十分にある場合、必要に応じて複数の 

SDDC を VPC にリンクできます。VPC 内のすべての SDDC が同じメイン ルート テーブルを使用するため、

これらの SDDC 内のネットワーク セグメントが相互に重複したり、VPC のプライマリ CIDR ブロックと重複

したりしないようにする必要があります。経路指定された SDDC ネットワーク上のワークロード仮想マシン

は、VPC のプライマリ CIDR ブロックのすべてのサブネットと通信できますが、VPC 内に存在する可能性が

ある他の CIDR ブロックは認識しません。

AWS 弾性 IP の要件

すべての SDDC が、4 つ以上の AWS 弾性 IP (EIP) アドレスを使用しますが、このアドレスは、VMware Cloud 
コンソール には表示されません。これらの EIP は、SDDC のコア操作に必要です。価格は、VMware on AWS の
価格ドキュメントの追加料金は含みませんに一覧表示されます。EIP は 1 時間単位で請求されます。通常、 

vMotion または Edge Gateway のフェイルオーバー イベントで開始される EIP アドレスの再マッピングは、最

初の 100 イベントは無料です。次に、新しい SDDC におけるこれらのコア EIP の使用方法の概要を示します。

表 1-2. コア EIP の使用

使用状況 説明

管理 SDDC へのアクセスとともに VMware のサポートを提供します。

管理ゲートウェイ (MGW) SNAT 管理ゲートウェイからインターネットに送信されたトラフィックの SNAT アドレス

を提供します。

コンピューティング ゲートウェイ (CGW) SNAT CGW からインターネットに送信されたトラフィックのデフォルト SNAT アドレス

を提供します。

vCenter Server パブリック IP アドレス [vCenter FQDN] を [パブリック IP アドレス] に設定したとき、vCenter 
Server に使用する IP アドレスを提供します。vCenter Server の FQDN 解決

アドレスの設定を参照してください。[vCenter FQDN] を [プライベート IP アド

レス] に設定しても、この EIP が必ず適用されます。
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VMware Cloud on AWS 用の単一ホストの SDDC スタータ構成

単一ホストの SDDC スタータ構成で、VMware Cloud on AWS の試用をすぐに開始することができます。これ

は、使用環境で VMware Cloud on AWS の値の検証を目的とした期間限定のサービスです。単一ホスト環境のサ

ービス期間は、60 日間に限定されています。60 日の試用期間中であれば、データを失うことなく、2 台以上のホス

トを配置する本番構成にスケール アップすることができます。試用期間の終了前に 単一ホストの SDDC をスケー

ルアップしないと、SDDC は含まれているすべてのワークロードとデータとともに削除されます。

VMware Cloud on AWS のストレッチ クラスタ

2 つのアベイラビリティ ゾーンにまたがるクラスタを使用して SDDC を作成できます。ストレッチ クラスタでは、

SDDC 用に単一のデータストアを提供し、2 つのアベイラビリティ ゾーン間でデータをレプリケートするために、

vSAN テクノロジーが使用されます。一方のアベイラビリティ ゾーンでサービスが中断されると、もう一方のアベ

イラビリティ ゾーンで SDDC 内のワークロード仮想マシンが起動します。

ストレッチ クラスタには、次の制限あります。

n リンクされた VPC には、クラスタが置かれている各アベイラビリティ ゾーンに 1 つずつ、合計 2 つのサブネ

ットが必要です。

n SDDC には、標準の（単一のアベイラビリティ ゾーンの）クラスタまたはストレッチ クラスタのいずれかを含

めることはできますが、混在させることはできません。

n ストレッチ クラスタは標準クラスタに変換できず、標準クラスタはストレッチ クラスタに変換できません。

n ストレッチ クラスタを作成するには、少なくとも 2 台のホスト（各 AZ に 1 台）が必要です。ホストの追加は

ペアで行う必要があります。

すべてのストレッチ クラスタに影響を与える制限については、VMware Configuration Maximums を参照してく

ださい。 また、大規模な SDDC アプライアンスは、2 ホスト構成のストレッチ クラスタではサポートされません。

SDDC への接続と SDDC ネットワークの設定

ワークロード仮想マシンを移行して VMware Cloud on AWS で管理できるようにするには、事前にオンプレミス 

データセンターを SDDC に接続しておく必要があります。この接続には、パブリック インターネット、AWS 
Direct Connect、またはその両方を使用できます。また、SDDC との間のネットワーク トラフィックのセキュリ

ティを確保するために、1 つ以上の仮想プライベート ネットワーク (VPN) をセットアップし、SDDC ネットワー

ク、およびファイアウォール ルール、DNS、DHCP などのセキュリティ機能を構成する必要があります。VMware 
Cloud on AWS のネットワークおよびセキュリティについてガイドに、これを実行する方法の詳細が記載されてい

ます。

カスタム コア数

最初の SDDC を展開すると、最初の SDDC クラスタ内のすべてのホスト CPU が有効になります。最初の SDDC 
クラスタでは、どのホスト CPU も無効化することはできません。ただし、追加のクラスタを展開する場合は、クラ

スタ内のホスト CPU の一部を無効化し、CPU 単位でライセンスが割り当てられるソフトウェアのライセンス コス

トを節約することができます。この機能を利用する場合は、それに応じて最初のクラスタのサイズと後続のクラスタ

数を計画してください。
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クレジット カードのお支払い

VMware Cloud on AWS SDDC の支払いで、SPP クレジットなどの方法ではなく、クレジット カードの使用を

選択した場合は、SDDC の初回展開時に 2,000 ドルの事前請求が 1 回のみ発生する可能性があります。最初の 60 
日間の SDDC の使用量は、この事前請求金額に対して請求されます。2,000 ドルを使い切る前に最初の SDDC を
削除した場合、残金は払い戻されませんが、展開している他の SDDC がある場合は使用量にこの金額が反映されま

す。使用量のうち、この金額を上回る分が、クレジット カードに請求されます。2,000 ドルの事前請求をすべて使

用する前に 60 日が終了した場合、残金は失われます。この事前請求金額は VMware Cloud on AWS にのみ使用

できます。他の VMware Cloud サービスには使用できません。

2,000 ドルの事前請求金額の導入は、VMware の不正防止ポリシーの一環です。この事前請求金額は、VMware 
との現在の契約レベルに基づき、VMware の判断で免除されます。この免除については、SDDC の初回展開時にお

知らせします。

デフォルトでは、クレジット カードをサブスクリプション購入の支払い方法として使用することはできません。サブ

スクリプションの購入にクレジット カードを使用する必要がある場合は、サポート チケットを開いてください。

VMware が購入をサポートします。

VMC コンソールからの SDDC の展開

ワークロードをホストする Software-Defined Data Center (SDDC) をクラウドに展開します。

SDDC を作成するには、ホストする AWS リージョンを選択し、SDDC の名前を指定して、SDDC に含める ESXi 
ホストの台数を指定します。AWS アカウントがない場合でも、ESXi ホストを 1 台含むスタータ構成の SDDC を
作成できます。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 SDDC を作成します。

Launchpad から起動するには、次の手順を実行します。

[Launchpad] で、[インフラストラクチャ] 列の [VMware Cloud on AWS] をクリックし、[詳細]、[はじめ

に] をクリックして [Software-Defined Data Center (SDDC) を作成する] 画面を開きます。

インベントリ ビューから開始するには、次の手順を実行します。

[インベントリ] 画面で [展開の追加] をクリックし、ドロップダウン メニューから [VMware Cloud on AWS] 
を選択します。

3 販売者を選択します。

VMware Cloud on AWS の購入オプション を参照してください。SDDC の作成後に販売者を変更すること

はできません。
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4 SDDC のプロパティを構成します。

a [クラウド] を選択します。

[VMware Cloud on AWS] 展開の場合は、[AWS] を選択します。

b SDDC を展開する [AWS リージョン] を選択します。

使用可能なリージョンとそれらのリージョンでサポートされている機能のリストについては、リージョンの

選択を参照してください。

c [展開]タイプを選択します。

オプション 説明

単一ホスト 単一ホストのスタータ構成の SDDC を作成するには、このオプションを選択します。単一

ホスト スタータ構成の SDDC は、60 日後に期限が切れます。詳細については、単一ホ

ストの SDDC スタータ構成の展開 を参照してください。

複数のホスト 2 台以上のホストで SDDC を作成するには、このオプションを選択します。

ストレッチ クラスタ 複数のホストで構成される SDDC を作成する場合でも、2 つのアベイラビリティ ゾーン 

(AZ) にまたがるストレッチ クラスタを作成するオプションがあります。この構成により、

アベイラビリティ ゾーンの 1 つに問題が発生した場合でもデータの冗長性が確保されま

す。システムは、選択した最初の AZ に管理仮想マシンを展開します。ワークロードでは、

両方の AZ を使用できます。いずれかをフェイルオーバーに使用できます。ストレッチ 

クラスタを作成するには、少なくとも 2 台のホスト（各 AZ に 1 台）が必要です。ホスト

の追加はペアで行う必要があります。

 
d ホスト タイプを選択します。

現在使用可能なホスト タイプは i3 および i3en です。ホスト タイプの詳細については、VMC on AWS 
のホスト タイプを参照してください。

e [SDDC 名]を構成します。

名前は 1 ～ 128 文字にする必要があります。ノーブレーク スペース (0xC2) やソフト ハイフン (0xAD) 
文字を含めることはできません。ISO-8859-15 のその他の印刷可能な文字はすべて使用できます。

この名前は、必要に応じて後で変更できます。『VMware Cloud on AWS Operations Guide』の SDDC 
名の変更を参照してください。

f 複数ホストの SDDC を作成する場合は、初期に SDDC に含める [ホスト数] を指定します。

ホストは、必要に応じて後から追加または削除できます。

注：   ストレージ容量、パフォーマンス、および冗長性はすべて、SDDC 内のホストの台数によって変わり

ます。詳細については、ストレージ容量とデータ冗長性 を参照してください。 

[ホスト キャパシティ] および [合計キャパシティ] を更新すると、指定したホストの台数が反映されます。

5 （オプション） [詳細設定を表示] をクリックして、SDDC アプライアンスのサイズを選択します。

デフォルトでは、中規模の NSX Edge と vCenter Server Appliance とともに新しい SDDC が作成されま

す。30 台以上のホストまたは 3,000 台以上の仮想マシンを含む展開や、管理クラスタ リソースがオーバー サ
ブスクライブされている可能性があるその他の状況では、大規模なアプライアンスを使用することをお勧めしま

す。トラフィック グループでマルチエッジ SDDC を構成する場合も、大規模なアプライアンスが必要です。
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大規模なアプライアンスを使用して SDDC を展開するには、[SDDC アプライアンスのサイズ] ドロップダウン 

コントロールから [大] を選択します。

注：   2 ホスト構成のストレッチ クラスタをプライマリ クラスタとして使用する SDDC では、大規模なアプラ

イアンスはサポートされません。 

中規模のアプライアンス構成を使用して SDDC を作成した後で、追加の管理クラスタ リソースが必要であるこ

とが判明した場合に、[SDDC アプライアンスのサイズ]を [大] に変更することは可能です。SDDC 管理アプラ

イアンスのアップサイジングを参照してください。

6 [次へ] をクリックして、AWS アカウントに接続します。

AWS アカウントとサブネットに関する要件の重要な情報については、Amazon VPC の設定と可用性の要件お

よび「アカウントのリンクと VMware Cloud on AWS CloudFormation テンプレート」を参照してくださ

い。

オプション 説明

今すぐスキップ AWS アカウントを作成していない場合、または既存のアカウントに接続したくない場合、こ

のステップは 14 日間延期することができます。現在、このオプションは単一ホストの SDDC 
の場合にのみ使用可能です。

既存の AWS アカウントの使用 [AWS アカウントの選択] ドロップダウンで AWS アカウントを選択し、別の SDDC に以前

に接続されていた AWS アカウントを使用します。ドロップダウンにアカウントが表示され

ていない場合は [新しい AWS アカウントに接続] を選択する必要があります。

新しい AWS アカウントの接続 [新しい AWS アカウントの選択] ドロップダウンで、[新しい AWS アカウントに接続] を選

択し、画面の指示どおりに実行します。VMware Cloud コンソール に、接続の進行状況が

表示されます。

 
7 ドロップダウン メニューから [VPC] および [サブネット] を選択して、[次へ] をクリックします。

8 （オプション） [次へ] をクリックして、SDDC の管理サブネットを構成します。

CIDR ブロックとして管理サブネットの IP アドレス範囲を入力するか、またはテキスト ボックスを空白のまま

にしてデフォルトの 10.2.0.0/16 を使用します。SDDC を作成した後ではこれらの値は変更できないため、管

理サブネットのアドレス範囲を指定するときは、次の事項を考慮してください。

n 接続先の AWS サブネットと重複しない IP アドレス範囲を選択します。Software-Defined Data 
Center (SDDC) をオンプレミス データセンターに接続する場合、サブネットの IP アドレス範囲はエンタ

ープライズ ネットワーク インフラストラクチャ内で一意である必要があります。オンプレミス ネットワー

クの IP アドレス範囲と重複することはできません。VMware Cloud on AWS によって予約されている 

IPv4 アドレスの完全なリストについては、『VMware Cloud on AWS Networking and Security』ガ

イドの予約されたネットワーク アドレスを参照してください。

n 単一ホストの SDDC を展開する場合、192.168.1.0/24 の IP アドレス範囲は、SDDC のデフォルト コン

ピューティング ネットワーク用に予約されています。そのアドレスと重複する管理ネットワーク アドレス

範囲を指定すると、単一ホストの SDDC の作成に失敗します。複数ホストの SDDC を展開する場合、展

開中にコンピューティング ゲートウェイの論理ネットワークは作成されないため、SDDC を展開した後に

作成する必要があります。
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n サイズが 16、20、または 23 の CIDR ブロックがサポートされており、RFC 1918 で定義されている「プ

ライベート アドレス空間」のいずれか（10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、または 192.168.0.0/16）にする

必要があります。管理 CIDR ブロック サイズを選択する際は、SDDC の予測されるスケーラビリティ要件

を考慮することが重要です。SDDC が展開された後に管理 CIDR ブロックを変更することはできません。

そのため、/23 のブロックは、容量を大幅に拡大する必要がない SDDC にのみ適しています。

CIDR ブロ

ック サイズ ホストの最大数（1 つの AZ） ホストの最大数（複数の AZ）

/23 23 18

/20 228 224

/16 VMware Configuration Maximums を参照してください。

注：   VMware Cloud on AWS は、メンテナンス操作時またはホスト障害時に、SLA 要件を満たすため

に、すべての SDDC にホスト（とその IP アドレス）を追加する容量を予約するため、使用できるホスト数

は、表示される数より、SDDC ごとに 2 台、さらにクラスタごとに 1 台以上減少します。したがって、た

とえば、2 つのクラスタと /23 の管理 CIDR がある SDDC には、最大 23 台のホストを展開できるだけの

十分な IP アドレスがあります。残りのアドレスは、SLA 要件に従って展開されたホストに必要な場合に使

用するために予約されます。VMware Cloud on AWS のいくつかの機能は、管理 CIDR で追加の IP ア
ドレスを使用します。

n トラフィック グループを含むマルチエッジ SDDC

n SDDC グループ

n マルチクラスタ SDDC

n VCDR リカバリ SDDC

これらの機能を使用すると SDDC ホストのキャパシティが減少するため、管理 CIDR ブロック サイズ /23 
では一部の SDDC 要件を満たさない場合があります。

9 SDDC の展開時に発生するコストを把握し、支払いが発生することを確認し、[SDDC の展開] をクリックして 

SDDC を作成します。

[SDDC の展開] をクリックすると、課金が開始します。展開プロセスは、開始後に一時停止またはキャンセル

することはできません。展開が完了するまで SDDC を使用することはできません。通常、展開には約 2 時間か

かります。

次のステップ

SDDC が作成されたら、次の操作を行います。

n 管理ゲートウェイへの VPN 接続を構成します。

n フルスケール SDDC の場合は、ワークロード仮想マシン ネットワークの論理セグメントを構成する必要があり

ます。単一ホストの SDDC には、デフォルトの論理セグメントがあります。作成が完了した後に、SDDC カー

ドにバナーが表示され、論理セグメントを作成する必要があるかどうかが示されます。ネットワーク セグメント

の作成または変更を参照してください。
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n 単一ホストの SDDC の場合、SDDC カードにバナーが表示され、この SDDC のデフォルトの論理セグメント

が作成されていることが示されます。このデフォルト セグメントで競合が発生した場合は、これを削除し、新し

いセグメントを作成します。ネットワーク セグメントの作成または変更を参照してください。

リージョンの選択

VMware Cloud on AWS は、多くの AWS リージョンで使用できます。一部の AWS リージョンでは、すべての 

VMware Cloud on AWS 機能がサポートされていません。

AWS リージョンは、Amazon がデータセンターを配置している地理的な場所に名前が付けられます。すべてのリ

ージョンには複数のアベイラビリティ ゾーン（AZ）が含まれ、各ゾーンは個別のフォルト ドメインを構成します。

1 つのアベイラビリティ ゾーンで障害が発生しても、リージョン内の他の AZ には影響しません。自然災害や電源グ

リッドの障害などのイベントは、通常、複数の AWS リージョンに影響を与えるものではありません。ストレッチ ク
ラスタ（複数 AZ 内）を使用するように VMware Cloud on AWS SDDC を構成すると、SDDC 操作に対するフ

ォルト トレランスが強化されます。複数のリージョンに SDDC を設定するように VMware Cloud on AWS 組
織を構成すると、リージョン全体を侵害する可能性がある大規模なイベントに対する組織のトレランスを向上できま

す。AWS リージョンと AZ、および ストレッチ クラスタの構成方法と使用方法について詳しくは、VMware Tech 
Zone の記事「VMware Cloud on AWS：ストレッチ クラスタ VMware Cloud on AWS」を参照してくださ

い。

VMware Cloud on AWS をサポートする AWS リージョンと AZ のリストについては、「AWS リージョンとア

ベイラビリティ ゾーンのサポート」を参照してください。

アカウントのリンクと VMware Cloud on AWS CloudFormation テンプレート

AWS アカウントのリンクは、SDDC デプロイ プロセスの一部です。新規ユーザー、または少数の SDDC のみを

作成するユーザーの場合、プロセスは簡単で、一般に、基盤となる AWS オブジェクトおよびプロトコルに関与する

必要はほとんどないか、まったくありません。複数の SDDC を展開する管理者は、このプロセスの詳細、および関

連する AWS ロールと権限について理解を深めなければならない場合があります。

AWS アカウントのリンクについて

VMware Cloud on AWS CloudFormation テンプレート (CFT) は、AWS US West（オレゴン）リージョン

で実行されます。必要な権限はすべてのリージョンで有効であるため、生成された SDDC の作成場所は影響を受け

ませんが、CFT を実行する AWS アカウントからオレゴン リージョンへのアクセスが AWS サービス コントロー

ル ポリシー (SCP) によって制限されないようにする必要があります。CFT がロードされたら、必要に応じて編集

し、リージョンを変更することができます。CFT は任意のリージョンで実行できますが、実行された場所を記録した

内部ドキュメントを保持する必要があります。オレゴン リージョンにアクセスできるメンバーが組織にいない場合

は、[CloudFormation テンプレートを使用して、AWS コンソールを開く] をクリックしたときに指定したリンク

から CFT をダウンロードすることができます。また、VMC 組織への AWS アカウントのリンクは 1 回のみ行われ

るため、実行する AWS 管理者にこのリンクを送信することもできます。

リンクされた AWS アカウントは、すべてのリージョン内の組織の VPC とサブネットのインベントリを取得して、

組織が使用できる AWS リージョンと AZ の最新リストを保持できるようにします。この操作はアカウント リンク

の一部として、継続的な SDDC 操作中に定期的に行われます。SCP によってアカウントからこれらのリージョンま

たは VPC へのアクセスが制限されている場合、この操作は失敗する可能性があります。このような障害は、制限さ

れたリージョンと VPC が VMware Cloud on AWS で使用されない限り、許容されます。
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アカウントをリンクする前に、すべての AZ にサブネットを作成することをお勧めします。アカウントをリンクする

ときにサブネットが設定されなかった AZ は、後でサブネットを作成した場合でも、システムによって開始された再

スキャンが実行されるまで、VMware Cloud on AWS の将来の用途に使用できなくなります。CFT を再実行して

再スキャンを開始することはできますが、すでにリンクされていて、SDDC が展開されている組織にはお勧めしませ

ん。

VMware Cloud Tech Zone Designlet の「VMware Cloud on AWS Connected VPC to Native AWS」

に、アカウントのリンクの詳細が記載されています。アカウントのリンクを解除する方法については、VMware ナ
レッジベースの記事 KB83400 を参照してください。

アカウントのリンクで使用される AWS ロール

VMware Cloud on AWS CFT を実行するたびに、新しい AWS ロール セットが定義され、今後の SDDC 展開

でこれらのロールを使用するように VMware Cloud on AWS 組織が更新されます。CFT は、VMware 所有の 1 
つ以上の AWS アカウントに、AWS アカウント内のこれらのロールへのアクセス権を付与します。

表 1-3. アカウントのリンクで使用される AWS ロール

ロール名 信頼できるエンティティ 用途

vmware-sddc-formation-********-*-
RemoteRoleService-*********

347******669 VMware Cloud on AWS では、これらのア

カウントを使用してサブネットや VPC など

の AWS リソースをクエリします。また、

SDDC の展開時やホストの追加時の ENI の
作成と関連付けにもこれらのアカウントを使

用します。

vmware-sddc-formation-********-***-
RemoteRolePayer-*********

909******262

vmware-sddc-formation-********-****-***-
RemoteRole-*************

各組織に一意の 12 桁からなる 

AWS アカウント ID。

VMware Cloud on AWS では、このアカウ

ントを継続的な処理（セグメントの追加/削除

または NSX Edge の移行/フェイルオーバー

の発生の際のルート テーブルの更新など）に使

用します。

既存の SDDC は、SDDC が作成されたときに定義されたロールを引き続き使用します。これにより、AWS アカウ

ントで複数のロール セット（および CFT）がアクティブになり、いずれかのロール セットを削除すると、それを使

用する SDDC に影響が及ぶシナリオが作成されることがあります。SDDC で使用されている IAM ロールと CFT 
は、NSX Manager の [接続中の VPC] 画面（また、SDDC の [ネットワークとセキュリティ] タブ）に表示され

ます。

CFT によって作成された IAM ロールにより、特定の AWS ポリシーのために VMware Cloud on AWS サービ

スで使用される VMware AWS アカウントに、AWS AssumeRole 権限が付与されます。このポリシーは AWS 
によって定義および管理されます。セキュリティ上の理由から、VMware にはこのポリシーを変更する権限があり

ません。これらのロールを変更または削除すると、アカウントのリンクが切断され、接続された VPC との通信が失

敗し、新しい SDDC の展開や、そのアカウントにリンクされた既存の SDDC への新しいホストの追加ができなく

なります。VMware のサポートに連絡して、修正を依頼してください。
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AWS のロールおよび権限

VMware Cloud on AWS 組織を AWS VPC にリンクする CloudFormation テンプレートを実行するには、

AWS アカウントに [CFT の実行に必要な AWS 権限] に示されている権限が必要です。アカウントのリンクでは、

アカウントのリンクで使用される AWS ロールに示されている VMware 所有のアカウントに対して、AWS 定義ポ

リシーである AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations への AWS AssumeRole アクセス権

が設定されます。これにより、[実行中の SDDC 操作に必要な AWS 権限] に示されている権限が付与されます。

CFT の実行に必要な AWS 権限

このテンプレートを実行するアカウントには、これらの権限が必要です。

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ec2:DescribeRouteTables",
 "ec2:CreateRoute",
 "ec2:DeleteRoute",
 "ec2:ReplaceRoute"
 ],
 "Resource": [
 "*"
 ]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
 "ec2:CreateNetworkInterface",
 "ec2:DeleteNetworkInterface",
 "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
 "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
 "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
 "ec2:DescribeVpcs",
 "ec2:DescribeSubnets"
 ],
 "Resource": [
 "*"
 ]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
 "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
 ],
 "Resource": [
 "*"
 ]
 },
 {
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 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "cloudformation:CreateStack",
 "cloudformation:DescribeStacks",
 "cloudformation:DescribeStackEvents",
 "cloudformation:DescribeStackResource",
 "cloudformation:DescribeStackResources",
 "cloudformation:GetTemplateSummary",
 "cloudformation:ListStackResources",
 "cloudformation:GetTemplate",
 "cloudformation:ListChangeSets",
 "cloudformation:GetStackPolicy"
 ],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateRole",
 "iam:CreatePolicy",
 "iam:AttachRolePolicy",
 "iam:GetRole",
 "iam:PassRole",
 "iam:PutRolePolicy",
 "lambda:CreateFunction",
 "lambda:InvokeFunction",
 "lambda:GetFunctionConfiguration",
 "lambda:GetFunction",
 "cloudformation:DescribeStackResource",
 "cloudformation:DescribeStackResources"
 ],
 "Resource": "*"
 }
 ]
}

実行中の SDDC 操作に必要な AWS 権限

アカウントのリンクが完了した後は、（IAM ロールによって付与された）次の権限のみが必要になります。

重要：   これらのロールおよびその権限は一切変更しないでください。変更した場合、SDDC が動作不能になり

ます。 

関連付けられたポリシー権限のドキュメントを表示するには、AWS コンソールにログインして、 https://
console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations$jsonEditor を開きます。ここに、そのポリシ

ーの概要が説明されています。

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
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            "Action": [
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:DeleteRoute",
                "ec2:ReplaceRoute"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
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VMware Cloud on AWS で SDDC の展開や継続的な処理（ルーティング テーブルの更新やホストの置き換えな

ど）を行うにはこれらの AWS 権限が必要です。そのため、このロールが必要に応じて AWS AssumeRole 機能を

使用することができ、Control Tower Guardrails や Service Control Policies (SCP) などの AWS 機能によっ

てブロックされないことを確認する必要があります。IAM ロールには、

AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations ポリシー内ですべて AWS によって管理される最小

限の権限セットのみが必要です。これは、テンプレートによって作成された IAM ロールが付与する唯一のアクセス

権です。

注：   また、CFT は Lambda 関数を作成し、アカウント内の VPC の記述、ルート テーブルの記述、サブネットの

記述のためのアクセス権、およびログを作成する権限を付与します。この Lambda 関数は、CFT の実行時に 1 回だ

け使用されます。その目的は、クラウド フォーメーション スタックが完了したことを VMware に登録し、作成さ

れたロールの ARN を提供することです。アカウントが登録されて、VMC コンソールからの SDDC の展開 ワーク

フロー中に [AWS アカウントの選択] ドロップダウン コントロールに表示されたら、必要に応じて Lambda 関数

の NotifyOfStatus と vmware-sddc-formation-******-*****-BasicLambdaRole-****** ロールを削除

できます。

SDDC 名の変更

既存の SDDC の名前は変更できます。

SDDC 名を一意にする必要はありません。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 名前を変更する SDDC のカードで、[アクション] - [SDDC 名の変更] の順にクリックします。

名前は 1 ～ 128 文字にする必要があります。ノーブレーク スペース (0xC2) やソフト ハイフン (0xAD) 文字

を含めることはできません。ISO-8859-15 のその他の印刷可能な文字はすべて使用できます。

3 新しい SDDC 名を入力し、[名前の変更] をクリックします。

SDDC の削除

SDDC を削除すると、実行中のすべてのワークロードが終了し、SDDC のデータと設定は、パブリック IP アドレ

スも含めすべて破棄されます。SDDC を削除すると、元に戻すことはできません。

SDDC を削除すると、接続されている VPC でこの SDDC のために作成されたすべての ENI が削除され、その IP 
アドレスが解放されます。メイン ルート テーブルに追加されたルートは残りますが、これらのルートは削除された 

ENI を示しているため、ほとんどの場合、ステータスは「ブラックホール」になります。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 削除する SDDC のカードで、[アクション] - [SDDC の削除] の順にクリックします。
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3 SDDC を削除した後に生ずる結果を理解していることを確認します。

次のすべてを選択します。

n この SDDC のすべてのワークロードが終了します。

n この SDDC 内のすべてのデータおよび設定が失われます。

n この SDDC へのユーザー インターフェイスおよび API からのすべてのアクセスが失われます。

n この SDDC のすべてのパブリック IP アドレスが解放されます。

n 直接接続されたすべての仮想インターフェイスが削除されます。

または、[キャンセル] をクリックすると、SDDC は以前の状態のままで処理がキャンセルされます。

4 [SDDC の削除] をクリックします。

VMware Transit Connect™ を使用した SDDC 展開グループの作
成と管理

SDDC 展開グループは、VMware Transit Connect を使用して、グループ内の SDDC 間にバンド幅が大きく、

遅延の小さい接続を提供します。SDDC グループには、所有する VPC を含めることができます。AWS Direct 
Connect Gateway (DXGW) を追加し、グループ メンバーとオンプレミス SDDC の間の接続を提供することもで

きます。

SDDC 展開グループ（SDDC グループ）は、組織の大規模な VMware Cloud on AWS リソースの管理を簡素化

するために設計された論理エンティティです。組織に複数の SDDC があり、ワークロード間で広帯域、低遅延の接

続が必要な場合、SDDC を 1 つの SDDC グループにまとめると、多くのメリットが得られます。グループ メンバ

ー間のすべてのネットワーク トラフィックが VMware Transit Connect ネットワークを通過します。サブネット

が追加または削除されると、グループ内にあるすべての SDDC のコンピューティング ネットワーク間のルーティン

グが VMware Transit Connect によって自動的に管理されます。グループ メンバーのワークロード間のネットワ

ーク トラフィックは、コンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールによって制御します。

[管理者] または [削除が制限された管理者] の VMC サービス ロールがあれば、どの組織のメンバーでも SDDC グ
ループを作成したり、変更したりできます。

グループ メンバーシップ

SDDC グループは、組織レベルのオブジェクトです。1 つの SDDC グループに複数の組織の SDDC を含めること

はできません。1 つの SDDC グループには、最大 3 つの AWS リージョンからのメンバーを含めることができま

す。SDDC がグループ メンバーシップの資格を得るには、いくつかの条件を満たす必要があります。

n SDDC のバージョンは 1.11 以降である必要があります。マルチリージョン グループのメンバーは、SDDC バー

ジョン 1.15 以降である必要があります。

n 管理ネットワークの CIDR ブロックは、他のグループ メンバーの管理 CIDR ブロックと重複することはできま

せん。

n 別の SDDC グループのメンバーであってはなりません。
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作成するグループ内のメンバーを 1 つだけにすることもできますが、ほとんどの場合、SDDC グループを実際に利用

するには複数のメンバーが必要です。

注：   VPN 接続経由のハイブリッド リンク モードは、SDDC グループと互換性がありません。ハイブリッド リン

ク モードを VPN 接続経由で使用するように構成した SDDC を追加すると、接続が失敗し、その SDDC でハイブ

リッド リンク モードを使用できなくなります。SDDC がグループに追加された場合、DX 接続経由のハイブリッド 

リンク モードは影響を受けません。

VMware Transit Connect を使用した内部グループの接続

SDDC グループ メンバー間のピア接続には、VMware Managed Transit Gateway (VTGW) が必要です。これ

は、VMware が所有および管理している AWS リソースです。SDDC グループに最初のメンバーを追加すると、こ

れらのリソースの 1 つが作成され、グループに割り当てられます。VTGW を作成および操作すると、VMware 
Cloud on AWS の請求で追加料金として課金されます。グループに複数のリージョン内のメンバーが含まれてい

る場合、VTGW は、これらのリージョンのそれぞれに作成されます。
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図 1-1. VMware Transit Connect がグループ内の SDDC を相互に接続
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グループのメンバーは、必要に応じて追加したり、削除したりできます。すべてのメンバーが削除されるまで、グル

ープを削除することはできません。グループを削除すると、グループの VMware Managed Transit Gateway も
破棄されます。
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SDDC グループへの VPC の接続

SDDC グループに VPC を接続すると、グループ内の SDDC とその VPC で実行される AWS サービスとの間でネ

ットワーク接続を簡単に行えるようになります。最初に、VMware Cloud コンソールを使用して、VTGW（AWS 
リソース）を共有できるようにします。次に、AWS コンソールを使用して、共有リソースを受け入れ、SDDC グル

ープに接続する VPC に関連付けます。接続された VPC への VTGW 接続は、マルチリージョン グループ内の複数

のリージョンにまたがることはできません。

図 1-2. VMware Transit Connect を使用して VPC を SDDC グループに接続
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AWS Direct Connect Gateway を使用した外部グループの接続

グループと外部のエンドポイント（オンプレミスの SDDC など）をネットワークで接続するには、グループ用に作

成された VMware Managed Transit Gateway に AWS Direct Connect Gateway (DXGW) を関連付けま

す。Direct Connect (DX) 構成を使用すると、オンプレミスの SDDC をスタンドアローンの VMware Cloud on 
AWS SDDC に接続できますが、DXGW を VTGW に関連付けると、DX レベルの接続をすべての SDDC グルー

プ メンバーに対して行えるようになります。

図 1-3. AWS Direct Connect Gateway が SDDC グループをオンプレミスの SDDC に接続
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複数のリージョンからの SDDC のグループ化

マルチリージョン SDDC グループは、VPC およびオンプレミス データセンターへの接続を含む単一リージョン 

SDDC グループと同じ種類の接続を提供しますが、VPC への接続は複数のリージョンにまたがることはできませ

ん。1 つのグループに複数のリージョンのメンバーが含まれている場合、グループ作成はこれらのリージョンのそれ

ぞれに VTGW をプロビジョニングし、そのリージョン内のグループ メンバーに接続します。この VTGW は、グ

ループ内の他の VTGW とピアリングされ、すべてのグループ メンバーを含む単一の IP アドレス空間が提供されま

す。マルチリージョンの SDDC グループに含めるには、SDDC はバージョン 1.15 以降である必要があります。グ

ループへの VPC の関連付けは、VPC が占有するリージョン内でのみ有効です。他のリージョン内の SDDC グルー

プ メンバーは、VTGW を介して VPC にアクセスできません。
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図 1-4. マルチリージョン SDDC グループ
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ルーティングおよびピアリング

SDDC グループ メンバーは、ローカル ネットワーク セグメントをアドバタイズします。これらのセグメントは、

SDDC の Tier-0 ルーターのルート テーブルと、グループの VTGW に追加されます。メンバー SDDC によって

学習およびアドバタイズされた VMware Transit Connect ルートのリストを表示またはダウンロードするには、

NSX Manager またはレガシーの [ネットワークとセキュリティ] タブを開き、[Transit Connect] をクリックしま

す。『VMware Cloud on AWS Networking and Security』ガイドの View Routes Learned and 
Advertised over VMware Transit Connect を参照してください。VTGW インスタンス間のピアリングは、同

一のリージョン内または異なるリージョン間でサポートされています。
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グループ内のすべての SDDC によって学習およびアドバタイズされたルートを表示するには、[ルーティング] タブ

をクリックします。ドロップダウン コントロールを使用できます。[外部] を選択すると、メンバー間のルートが表示

されます。[メンバー] を選択すると、メンバーと外部エンドポイント（VPC や Direct Connect Gateway など）

の間のルートが表示されます。[外部] ルートは、VPC や DXGW のような外部エンドポイントから SDDC グルー

プ メンバーを送信元とするトラフィックを送信します。[メンバー] ルートは、メンバー SDDC を送信元とするトラ

フィックを送信し、SDDC グループ メンバーと外部エンドポイントを含めます。

グループ内の SDDC では、グループ内の他の SDDC によってアドバタイズされたネットワークへのルートと、グ

ループの DXGW を介してアドバタイズされたネットワークへのルートが学習されます。また、グループに接続され

ている任意の VPC の CIDR も学習します。AWS では、DXGW によってオンプレミスの SDDC などの外部エン

ドポイントにアドバタイズできるプリフィックスは 20 個という制限が課されています。このため、すべての SDDC 
グループ メンバーの CIDR ブロック プリフィックスは、その制限を超えない集約可能な範囲内に収まっている必要

があります。

VMware Transit Connect では、次のようなルーティング ポリシーが適用されます。

n メンバー SDDC から送信されたトラフィックは、他のメンバー SDDC や、送信元の SDDC と同じリージョン

内のグループに接続されている VPC と Direct Connect Gateway にルーティングできます。

n グループに接続されている VPC または Direct Connect Gateway から送信されたトラフィックは、送信元の 

SDDC と同じリージョンにあるグループ内の SDDC にのみルーティングできます。

n VPC 間、または VPC と Direct Connect Gateway 間のトラフィックは、ブロックされます。

注：   SDDC が SDDC グループのメンバーになると、既存の SDDC ネットワークのいくつかの側面が変わります。

n ルートベースの VPN によってアドバタイズされるルートは、VMware Transit Connect または DXGW に
よってアドバタイズされるルートよりも優先されます。ただし、ホストから SDDC ネットワーク外の宛先への

送信トラフィックはすべて、SDDC 内の他のルーティング構成に関係なく、VTGW またはプライベート VIF 
にルーティングされます。vMotion トラフィックと vSphere Replication トラフィックも同様です。受信ト

ラフィックと送信トラフィックのパスが対称になるように、ESXi ホストへの受信トラフィックも DXGW イン

ターフェイス経由でルーティングされるようにする必要があります。

n 同じルートが VTGW と DX を介してアドバタイズされる場合は、VTGW パスが推奨されます。これには、

VTGW に接続された DXGW からのルートが含まれます。

n グループ メンバー間のイントラネット トラフィックの最大 MTU は 8,500 バイトに制限されます。SDDC 
内部または DX を介するトラフィックには、最大 8,900 バイトの MTU を使用できます。『VMware Cloud 
on AWS Networking and Security』ガイドの SDDC の管理およびコンピューティング ネットワーク トラ

フィック用のプライベート仮想インターフェイスの作成を参照してください。

SDDC グループの作成または変更

SDDC グループを作成するには、グループの名前と説明を入力してから、メンバーにする SDDC を組織から選択し

ます。

前提条件

VMC コンソールにログインするときは、[管理者] または [削除が制限された管理者] の VMC サービス ロールが必

要です。
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手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 [インベントリ] 画面で、[SDDC グループ] をクリックします。

3 [SDDC グループ] タブで [アクション] をクリックして、[SDDC グループの作成] を選択します。

グループの [名前] を入力し、オプションで [説明] を入力して [次へ] をクリックします。後でグループを編集し

て、これらの値を変更できます。

4 [メンバーシップ] グリッドで、グループ メンバーとして含める SDDC を選択します。

グリッドには、組織内のすべての SDDC のリストが表示されます。グループ内のメンバーシップの資格を得る

には、SDDC が次の条件を満たす必要があります。

n SDDC のバージョンは 1.11 以降である必要があります。マルチリージョン グループのメンバーは、SDDC 
バージョン 1.15 以降である必要があります。

n 管理ネットワークの CIDR ブロックは、他のグループ メンバーの管理 CIDR ブロックと重複することはで

きません。

n 別の SDDC グループのメンバーであってはなりません。

メンバーの選択が終了したら、[次へ] をクリックします。後でグループを編集して、メンバーを追加または削除

できます。

5 SDDC グループの作成時に発生するコストについて理解し、その責任を負うことを確認します。次に [グループ

の作成] をクリックして、SDDC グループとその VMware Transit Connect ネットワークを作成します。

[グループの作成] をクリックすると、課金が開始します。このプロセスは、開始後に一時停止やキャンセルを行

うことはできません。グループ メンバーは、展開が完了するまでグループの VMware Transit Connect ネッ

トワークを使用できません。通常、展開には約 15 分かかります。展開が完了すると、グループの [接続ステータ

ス] が [保留] から [接続済み] に変化します。

6 （オプション） グループ名や説明を変更したり、グループ メンバーを追加または削除したりするには、[アクシ

ョン] をクリックして [グループの編集] を選択します。

[接続ステータス] が [保留] の間は、グループを編集できません。

次のステップ

グループ内の SDDC、VPC、TGW/DGW インスタンスによって学習およびアドバタイズされたルートを表示する

には、[ルーティング] タブをクリックします。ドロップダウン コントロールで [外部] を選択して、VPC や Direct 
Connect Gateway などの外部エンドポイントで使用されるルートを表示します。メンバー SDDC で使用される

ルートを表示するには、[メンバー] を選択します。

メンバーの SDDC 内でワークロード間のネットワーク トラフィックを許可するには、各メンバーにコンピューティ

ング ゲートウェイの一連のファイアウォール ルールを作成する必要があります。詳細については、SDDC グループ 

メンバーのワークロード接続を有効にするためにコンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールを追

加を参照してください。これは、新しいメンバーをグループに追加するたびに行う必要があります。
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SDDC グループへの VPC の接続

AWS VPC を SDDC グループに接続するには、VMware Transit Connect を使用します。これにより、グルー

プ内の SDDC とその VPC で実行される AWS サービスとの間でネットワーク接続を簡単に行うことができます。

VMware Transit Connect は SDDC グループ メンバー間のすべてのコンピューティングおよび管理ネットワー

ク トラフィックを処理しますが、外部 VPC または他の AWS オブジェクトから SDDC グループの VTGW にトラ

フィックを送信するように AWS ルート テーブルが自動的に設定されることはありません。この種の接続を必要と

するネットワーク トポロジには、「セキュリティ VPC」（これを介して SDDC グループとインターネットとの間の

すべてのトラフィックが検査用にルーティングされます）の作成および AWS オブジェクトと SDDC グループ メン

バー間の通信を有効にするための同様の要件が含まれます。この種のネットワーク トポロジでは、手順 8 に示すよ

うに、SDDC グループの VTGW から VPC へのトラフィックの宛先ルートを定義する必要があります。

SDDC グループに VPC を接続するには、複数のステップを実行する必要があります。また、このプロセスでは、

VMware Cloud コンソールと AWS コンソールの両方を使用する必要があります。最初に、VMware Cloud コ
ンソールを使用して、VTGW（VMware で管理される AWS リソース）を共有できるようにします。次に、AWS 
コンソールを使用して、共有リソースを受け入れ、SDDC グループに接続する VPC に関連付けます。

手順

1 VMware Cloud コンソール の [インベントリ] 画面で [SDDC グループ] をクリックし、VPC を接続するグル

ープの [名前] をクリックします。

2 グループの [外部 VPC] タブで [アカウントの追加] をクリックし、グループに接続する VPC を所有する AWS 
アカウントを指定します。

これにより、VTGW 用にそのアカウントで AWS リソースを共有できるようになります。

3 AWS コンソールで、[Resource Access Manager] - [Shared with me] の順に開き、共有 VTGW リソー

スを受け入れます。

リソースの [Name] の形式は VMC-Group-UUID で、[Pending] の [Status] です。リソース名をクリックし

てリソースの [Summary] カードを開き、[Accept resource share] をクリックして受け入れを確定します。

4 VMware Cloud コンソールで、グループの [VPC 接続] タブに戻り、手順 3 で受け入れたリソース共有の [ス
テータス] が [関連付け] から [関連付け済み] に変化するまで待ちます。

VPC リソースの関連付けには、最大で 10 分かかることがあります。VPC の関連付けが完了したら、VTGW 
を接続できます。

5 AWS コンソールの [Resource Access Manager] に戻り、共有 VTGW リソースのリソース ID を確認しま

す。

これは、[Shared with me: Shared resources] に、TGW-UUID 形式の [Resource ID] と 

ec2:TransitGateway の [リソース タイプ] が表示されます。
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6 Transit Gateway の接続を作成します。

a 手順 5 で特定した [Transit Gateway ID] を選択し、VPC の [Attachment type] を指定して、SDDC 
グループに接続する [VPC ID] を選択します。

b グループへの接続を必要とする各アベイラビリティ ゾーン (AZ) で [サブネット ID] を選択します。

AZ あたりの選択できるサブネットは 1 つのみですが、SDDC グループ メンバーはその AZ 内のすべての 

VPC サブネットと通信できます。

c 外部ストレージとしての Amazon FSx for NetApp ONTAP の構成に記載されているように、VPC が 

FSx VPC の場合は、[DNS support] も選択する必要があります。

d [Create Transit Gateway Attachment] をクリックして接続を作成します。

7 VMware Cloud コンソールで、グループの [外部 VPC] タブに戻り、共有 VPC 接続を [承諾] します。

VPC のステータスが [承諾の保留中] に変化したら、[承諾] をクリックして受け入れます。承諾プロセスが完了

すると、ステータスが [使用可能] に変化します。承諾には、最大で 10 分ほどかかる場合があります。

8 VPC への追加のルートを構成します。

AWS コンソールで、共有 VTGW に接続されている VPC のすべてのサブネットに関連付けられ、SDDC グ
ループとの通信が必要なルート テーブルを特定します。ルート テーブルの [ルート] タブで、[ルートの編集] を
クリックし、SDDC グループ内のすべての CIDR を、手順 5 で特定した VTGW ID に設定したターゲットと

ともに宛先として追加します。SDDC グループの CIDR のリストは、SDDC グループの VMC コンソールの 

[ルーティング] タブで [ルート テーブル] ドロップダウンの [外部] を選択して確認できます。

ルートを手動で編集する代わりに、管理対象プリフィックス リストを作成して、VPC に関連付けられているメ

イン ルート テーブルに追加することを検討してください。共有プリフィックス リストを使用した外部 VPC お
よび TGW オブジェクトのルーティングの簡素化を参照してください。

9 （オプション） VPC への追加の宛先ルートを構成します。

SDDC グループを作成すると、VPC のプライマリ CIDR とすべてのセカンダリ CIDR のルートがシステムに

よって作成されます。宛先を VPC 経由した外部にする必要がある場合（セキュリティ VPC またはトランジッ

ト VPC で必要な場合など）は、接続された VPC にルーティングする追加の CIDR ブロックを定義できます。

グループの VTGW から外部 VPC へのルーティングを作成または変更するには、[外部 VPC] タブを開き、

VPC を所有する [AWS アカウント ID] を選択し、行を展開します。ルートが指定されていない場合は、[ルー

ト] 列の [ルートの追加] をクリックして [ルートの編集] 画面を開き、この VPC を [ターゲット] として使用す

る 1 つ以上のルートを追加します。それ以外の場合、[ルート] 列に最初のルートと追加ルートの数が表示されま

す。鉛筆アイコン ( ) をクリックして [ルートの編集] 画面を開き、このリストを編集できます。各プリフィ

ックスは、グループの VTGW から [VPC ID] 列にリストされている VPC へのルートを定義します。また、各

プリフィックスは、グループの [ルーティング] タブに [ターゲット] として表示されます。接続された各 VPC 
に対して最大 100 個のルートを指定できます。
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次のステップ

n AWS コンソールで、グループに追加した VPC と他のグループ メンバーとの間のトラフィックを管理するネッ

トワーク ACL を作成します。VPC で実行している AWS サービスにアクセスする場合は、サービスの AWS 
セキュリティ ポリシーの変更が必要になる場合があります。S3 サービスの AWS セキュリティ ポリシー構成

の例については、S3 エンドポイントを使用した S3 バケットへのアクセスを参照してください。

SDDC グループへの AWS Transit Gateway の接続

SDDC グループ メンバーが、グループ内の SDDC と任意のリージョン内の任意の VPC で実行されている AWS 
サービスの間のネットワーク接続を実行できるようにするには、AWS Transit Gateway を SDDC グループに接

続します。

SDDC グループに AWS Transit Gateway (TGW) を接続するには、複数のステップを実行する必要があります。

また、このプロセスでは、VMware Cloud コンソールと AWS コンソールの両方を使用する必要があります。

VMware Cloud コンソールを使用して既存の TGW へのアクセス権を要求し、AWS コンソールを使用して 

SDDC グループの VTGW に接続します。VMware によって管理される AWS リソースである VTGW とは異な

り、TGW はユーザーが自分で使用および管理できる純粋な AWS リソースです。AWS ドキュメントの Getting 
started with transit gateways を参照してください。

手順

1 VMware Cloud コンソールの [インベントリ] 画面で [SDDC グループ] をクリックし、AWS TGW を接続す

るグループの [名前] をクリックします。

2 グループの [外部 TGW] タブで、[TGW の追加] をクリックし、必要なパラメータと値の情報を指定します。

パラメータ 値

AWS アカウント ID TGW を所有する AWS アカウント。

TGW ID TGW の AWS ID。指定した AWS アカウントによって所有されている既存の TGW を使

用するか、そのアカウント内で新しい TGW を作成することができます。

TGW の場所 TGW が配置されている AWS リージョン。

VMC on AWS リージョン SDDC グループが存在する AWS リージョン。

ルート このピアリング接続を介して到達可能な AWS リソースの宛先プリフィックス

 
[追加] をクリックして、TGW をグループの VTGW にピアとして追加します。[ステータス] 列が 

[PENDING_ACCEPTANCE] に変化したら、手順 3 に進みます。

3 手順 2 で指定した AWS アカウント ID の管理者認証情報を使用して AWS コンソールにログインします。

AWS コンソールで [Transit Gateway Attachments] に移動し、TGW ID が手順 2 で指定した TGW ID と
一致する TGW を選択し、[Accept Transit Gateway Attachment] をクリックします。

4 VMware Cloud コンソールで、グループの [外部 TGW] タブに戻り、TGW の [状態] が [関連付け済み] に変

更されていることを確認します。
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5 （オプション） AWS ルート テーブルを接続された TGW に関連付けます。

新しい TGW のピアリング セッションでは、TGW 接続を AWS ルート テーブルに関連付ける必要がありま

す。一部の環境では、ルート テーブルがデフォルトで接続に関連付けられないため、AWS コンソールを使用し

てルーティング テーブルを接続に関連付ける必要があります。Getting started with transit gateways の
「Add routes between the transit gateway and your VPCs」を参照してください。

6 CGW ファイアウォール ルールを作成して、TGW を経由するワークロード トラフィックを有効にします。

SDDC グループ メンバーのワークロード接続を有効にするためにコンピューティング ゲートウェイのファイ

アウォール ルールを追加を参照してください。

7 SDDC または AWS ルーティング テーブルで、追加の送信元ルートと宛先ルートを構成します。

グループの VTGW から外部 TGW へのルーティングを作成または変更するには、[外部 TGW] タブを開きま

す。TGW を所有する [AWS アカウント ID] を選択し、行を展開します。ルートが指定されていない場合は、

[ルート] 列に最初のルートと追加ルートの数が表示されます。鉛筆アイコン ( ) をクリックして [ルートの

編集] 画面を開き、このリストを編集できます。または、[ルート] 列の [ルートの追加] をクリックして [ルート

の編集] 画面を開きます。外部 TGW を介してネイティブ AWS サブネットへのルートを指定する CIDR プリ

フィックスを追加します。各プリフィックスは、グループの VTGW から [TGW ピアリング接続 ID] 列にリス

トされている外部 TGW へのルートを定義します。また、各プリフィックスは、グループの [ルーティング] タ
ブに [ターゲット] として表示されます。接続された各 TGW に対して最大 100 個のルートを指定できます。

ルートを手動で編集する代わりに、管理対象プリフィックス リストを作成して、TGW に関連付けられているメ

イン ルート テーブルに追加することを検討してください。共有プリフィックス リストを使用した外部 VPC お
よび TGW オブジェクトのルーティングの簡素化を参照してください。

例と推奨事項については、Getting Started with VMware Transit Connect Intra-Region Peering for 
VMware Cloud on AWS を参照してください。

共有プリフィックス リストを使用した外部 VPC および TGW オブジェクトのルーティングの
簡素化

SDDC グループ接続を拡張して、所有および管理しているネイティブの AWS オブジェクト（VPC、Transit 
Gateway (TGW)、Direct Connect Gateway (DXGW) など）を含める場合は、VPC ルート テーブルまたは 

VMware Cloud on AWS 共有プリフィックス リストも編集してグループの VTGW とそれらのオブジェクト間

の接続を確立し、維持する必要があります。

VMware Cloud on AWS ネットワークとネイティブの AWS オブジェクト間の接続のルート管理は、ネットワー

ク トポロジによって異なります。SDDC グループへの VPC の接続および SDDC グループへの AWS Transit 
Gateway の接続に示すように、TGW や VPC などのネイティブの AWS オブジェクトを含むすべてのトポロジで

は、それらのオブジェクトから SDDC グループへのリターン パスを定義する必要があります。SDDC グループか

らネイティブの AWS オブジェクト（SDDC グループとインターネット間のすべてのトラフィックが検査用にルー

ティングされる「セキュリティ VPC」など）にトラフィックを送信するトポロジでは、それらの送信ルートを手動

で構成する必要があります。そのためには、AWS の Virtual Private Cloud ユーザー ガイドの説明に従ってネイ

ティブのルート テーブルを編集するか、VMware Cloud on AWS 共有プリフィックス リストを使用します。
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共有プリフィックス リスト（VMware が管理し、AWS アカウントと共有するサブネット CIDR のリスト）は、ほ

とんどの SDDC グループに最適なオプションです。このリストでは、NSX Edge の移行またはフェイルオーバー時

および SDDC グループのメンバーが追加/削除されるたびに、外部 VPC および TGW ルート テーブルが自動的に

更新されるためです。詳細については、VMware Cloud Tech Zone の記事 Understanding Shared Prefix 
Lists for SDDC Groups in VMC on AWS を参照してください。

手順

1 VMware Cloud コンソールの [インベントリ] 画面で [SDDC グループ] をクリックし、VPC が接続されたグ

ループの [名前] をクリックします。
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2 グループ メンバーのサブネットおよび外部 AWS オブジェクトとの間のルートの手動メンテナンスの簡素化に

使用できる共有プリフィックス リストを作成するには、グループの [ルーティング] タブを開き、[プリフィック

ス リストの作成] をクリックします。

外部 VPC のルート テーブルを手動で更新する場合は、この手順をスキップできます。

a [プリフィックス リストの作成] カードで必要な値を入力し、[プリフィックス リストの作成] をクリックし

ます。

[プレフィックス リスト名] 名前を入力します。

[VMC on AWS リージョン] SDDC グループのメンバーが占有する AWS リージョンのリスト

からリージョンを選択します。

[AWS リージョン] プリフィックス リストを作成するリージョン。最初は [VMC on 
AWS リージョン] の値と同じですが、プリフィックス リストを別

のリージョンに作成するように変更できます。

[関連付ける AWS アカウント] このリストには、SDDC グループに関連付けられている 12 桁の 

AWS アカウント ID が事前に入力されています。必要に応じて、

アカウント ID を追加または削除できます。

[プリフィックス リストの作成] をクリックすると、プリフィックス リストの [ステータス] が [作成の実行

中です] に変わります。

b プリフィックス リストの [ステータス] が [作成済み] に変わったら、リソース共有を受け入れる権限を持つ 

AWS ID を使用し、[関連付けられた AWS アカウント] のいずれかを使用して AWS コンソールにログイ

ンします。

[Resource Access Manager] - [Shared with me] の順にクリックして、アカウントがアクセスできる 

AWS リソース共有のリストを表示します。リソースの [Name] の形式は VMC-SHARED-PREFIX-LIST-
ID で、[Status] は [Pending] です。リソースの [Name] をクリックしてリソース共有の詳細カードを開

き、[Accept resource share] をクリックして受け入れを確定します。

c AWS コンソールで [Your VPCs] を開き、VPC を選択して、VPC のメイン ルート テーブルに 1 つ以上

のプリフィックスを追加します。

[Add route] をクリックし、プリフィックス リスト ID を [Destination] として入力し、SDDC グループ

の VTGW を [Target] として指定します。

注：   各プリフィックス リストは、ルート テーブルへの追加の際に 1 つの [ルート] としてカウントされま

すが、多数のエントリがリストに含まれている場合があります。各エントリはルート テーブルの割り当てに

含まれます。AWS VPC ルート テーブルの割り当ての説明を参照して、すべてのルートをプリフィックス 

リストに含めるための十分なキャパシティがルート テーブルにあることを確認してください。

VPC ルート テーブルにプリフィックス リストを追加すると、SDDC グループのメンバーからターゲット 

TGW または VPC オブジェクトへのすべてのルートが自動的に更新されます。

3 共有プリフィックス リストを変更または削除するには、グループの [ルーティング] タブを開きます。

n [プリフィックス リスト名] またはその [関連付けられた AWS アカウント] を変更するには、鉛筆アイコン 

( ) をクリックして、[プリフィックス リスト名の編集] または [AWS アカウントの関連付け] カードを

開きます。
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n プリフィックス リストを削除するには、リストを選択して、[プリフィックス リストの削除] をクリックし

ます。リストに関連付けられているリソース（ルート テーブルなど）は、リストを削除する前に削除する必

要があります。

4 この SDDC グループに対して（手動で、または共有プリフィックス リストから）プログラムされた現在の一連

のルートを表示するには、グループの [ルーティング] タブを開きます。

[メンバー]（グループ内の SDDC とグループの VTGW および接続された VPC）、または [外部] エンドポイン

ト（他のグループ内の SDDC）へのルートを表示できます。各リストは、オブジェクト タイプ（SDDC、

VPC、または TGW）でフィルタリングできます。

アップリンクへのルートの集約とフィルタリング

ルート集約とフィルタリングを使用して、Direct Connect、VMware Transit Connect、接続中の VPC などの 

SDDC ネットワーク アップリンクにアドバタイズされる一連のルートを制御します。これは、VPC ルート テーブ

ル内のエントリ数を削減する場合や、外部接続にアドバタイズされる一連のルートを制限する場合に必要になります。

バージョン 1.17 以降の SDDC では、NSX Manager Web インターフェイスを使用して、イントラネット アップ

リンクとサービス アップリンクへのルートを集約できます。SDDC バージョン 1.20 以降では、NSX Manager を
使用して、これらのアップリンクにアドバタイズされる一連のルートをフィルタリングすることもできます。ルート

集約とフィルタリングは、レガシー VMware Cloud コンソールの [ネットワークとセキュリティ] タブでは公開さ

れません。

デフォルトの構成では、SDDC コンピューティング ネットワーク内のすべてのセグメントが、接続中の Amazon 
VPC と外部接続（AWS Direct Connect や VMware Transit Connect など）にアドバタイズされます。この方

法でアドバタイズされる CIDR のリストを管理するには、これらのルートを集約し、必要に応じてフィルタリングし

ます。フィルタリングされたルートは、選択したアップリンクにアドバタイズされません。管理サブネットは常にア

ドバタイズされます。集約とフィルタリングの両方が適用されると、通常は除外される CIDR が集約されたサブネッ

トに含まれている場合でも、そのサブネットがアドバタイズされます。接続中の VPC にアドバタイズされている現

在の一連のルートを表示またはダウンロードするには、NSX Manager の [ネットワーク] タブを開き、[接続中の 

VPC] - [アドバタイズ済み] の順にクリックします。[Transit Connect] にアドバタイズされている現在の一連の

ルートを表示またはダウンロードするには、VMware Transit Connect を通じて学習およびアドバタイズされたル

ートの表示を参照してください。

手順

1 https://vmc.vmware.com の VMware Cloud Services にログインします。

2 [インベントリ] - [SDDC] の順にクリックし、SDDC カードを選択して [詳細表示] をクリックします。

3 [NSX Manager を開く] をクリックします。

4 CGW サブネットの CIDR を集約します。

a NSX Manager の [ネットワーク] タブで、[グローバル構成] - [ルート集約] の順にクリックします。

b 集約する CIDR ブロックのプリフィックス リストを作成します。

[集約プリフィックス リスト] の下の [集約プリフィックス リストの追加] をクリックし、リストに [名前] 
を指定し、[設定] をクリックして [プリフィックスの設定] エディタを開きます。必要に応じてプリフィッ

クスの CIDR を追加します。不正確なサブネットが含まれるすべての CIDR（より広い範囲の中に含まれる 

CIDR）が正規化されます。
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c 新しいプリフィックス リストを含むルート構成を追加します。

[ルート構成] で [ルート構成の追加] をクリックし、新しい構成の [名前] を指定します。作成した [集約プ

リフィックス リスト] を選択し、[接続エンドポイント] を選択します。

n このルーティング構成を Direct Connect および VMware Transit Connect に適用するには、[イン

トラネット] を選択します。

n このルーティング構成を接続中の VPC に適用するには、[サービス] を選択します。AWS 管理対象プ

リフィックス リストが接続中の VPC へのルートの集約に与える影響については、接続中の Amazon 
VPC の AWS 管理対象プリフィックス リスト モードの有効化を参照してください。

d [保存] をクリックして新しい構成を作成します。

[集約] ルートは、[Transit Connect] 画面の [アドバタイズされたルート] テーブルおよび [接続中の Amazon 
VPC] タブの [アドバタイズ済み] 画面でフラグが付けられます。

5 （オプション） アップリンクにルート フィルタリングを適用します。

NSX Manager の [ネットワーク] タブで、[グローバル構成] - [ルート フィルタリング] の順にクリックしま

す。CGW サブネットが対象のエンドポイントにアドバタイズされないようにするには、リストされた [接続エ

ンドポイント] の一方または両方について [出力方向フィルタリング] を切り替えます。

n このルーティング構成を Direct Connect および VMware Transit Connect に適用するには、[イントラ

ネット] を選択します。

n このルーティング構成を接続中の VPC に適用するには、[サービス] を選択します。

注：   サービス アップリンクにルート フィルタリングを適用する前に、接続中の Amazon VPC の AWS 
管理対象プリフィックス リスト モードの有効化を行う必要があります。 

デフォルト以外の CGW セグメントは、選択したアップリンクにアドバタイズされません。これらのセグメント

は、集約内にある場合でも到達可能です。[接続中の Amazon VPC] タブの [アドバタイズ済み] 画面では、除

外された（アドバタイズされていない）セグメントの [ステータス] が [フィルタリング] になります。同じ画面

で、除外されていない（アドバタイズされた）セグメントの [ステータス] は [成功] になります。集約を含むフ

ィルタリングされたルートは、この画面と [Transit Connect] 画面で [集約] とフラグ付けされます（VMware 
Transit Connect を通じて学習およびアドバタイズされたルートの表示を参照）。

SDDC グループ サポート情報の表示

SDDC グループのサポート情報には、作成日、グループ ID、および VTGW ID が含まれます。

SDDC グループのサポート情報は、SDDC グループの [サポート] タブに表示されています。また、vRealize Log 
Insight Cloud サービスを使用して、SDDC グループによってログに記録されたイベントを表示することもできま

す。type\:[SDDC_GROUP | SDDC_SHARE | EXTERNAL]) 形式の vRealize Log Insight Cloud 正規表現を指

定すると、ストリーム内の SDDC グループ ログ エントリが返されます。

前提条件

VMC コンソールにログインするときは、[管理者] または [削除が制限された管理者] の VMC サービス ロールが必

要です。
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手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 [インベントリ] 画面で、[SDDC グループ] をクリックします。

3 グループのカードの [詳細表示] をクリックし、グループの [サマリ] 画面を開きます。

4 [サポート] タブをクリックして、グループの [サポート情報] を表示します。

SDDC グループの削除

SDDC グループを削除するには、グループ内のすべてのメンバーを削除してから、グループを削除します。

グループからメンバーを削除すると、そのメンバーはグループの VTGW からは切断されますが、グループのプロパ

ティに対してその他の変更が行われることはありません。SDDC グループを削除すると、グループの VMware 
Transit Connect ネットワークと、そのネットワークに関連付けられているルーティング情報が、その VTGW と
ともに破棄されます。

前提条件

VMC コンソールにログインするときは、[管理者] または [削除が制限された管理者] の VMC サービス ロールが必

要です。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 [インベントリ] 画面で [SDDC グループ] をクリックし、削除するグループをクリックします。

3 [名前] チェックボックスをクリックして、グループ内のすべての SDDC を選択し、[SDDC の削除] をクリック

します。

SDDC を削除した場合の影響について理解していることを確認してから、[続行] をクリックして削除を実行し

ます。削除は SDDC ごとに数分かかることがあります。

4 すべての SDDC が削除されたら、[アクション] - [グループの削除] の順にクリックして、グループとグループ

に関連付けられた AWS リソースを削除します。

グループを削除した場合の影響について理解していることを確認してから、[グループの削除] をクリックして、

削除を実行します。

SDDC グループ メンバーのワークロード接続を有効にするためにコンピューテ
ィング ゲートウェイのファイアウォール ルールを追加

グループ内の SDDC ごとにコンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールを作成する必要がありま

す。これらのルールがないと、グループ メンバーで実行されているワークロードは、VMware Transit Connect を
使用して相互に通信できません。
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SDDC グループのすべてのメンバーは、同じ VMware Cloud on AWS 組織によって所有されるため、グループ

のメンバー間のネットワーク トラフィックを、East-West トラフィックとして安全に処理できます。送信元または

宛先が外部の可能性がある North-South トラフィックとして処理されることはありません。ただし、SDDC コン

ピューティング ゲートウェイのデフォルトのファイアウォール ルールでは、外部トラフィックが拒否されるため、

ファイアウォール ルールを作成し、トラフィックがグループ内の各 SDDC のコンピューティング ゲートウェイを通

過できるようにする必要があります（SDDC グループは現在、メンバーの管理ゲートウェイを介してネットワーク 

トラフィックをルーティングする必要はありません）。

VMware Cloud on AWS では、コンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールでの使用を目的とし

たインベントリ グループのセットが定義されています。これにより、グループ メンバー間のトラフィック全体を制

御することができます。これらのグループには、VMware Transit Connect と、SDDC の AWS アカウント所有

者が所有する AWS Transit Gateway で学習したルートのプリフィックス（CIDR ブロック）が含まれています。

[Transit Connect ユーザーの TGW プリフィックス]

ユーザーが所有する AWS Transit Gateway から学習したルート。

[Transit Connect の DGW プリフィックス]

グループの Direct Connect Gateway から学習されたルート。

[Transit Connect のネイティブ VPC プリフィックス]

グループの接続された VPC から学習されたルート。

[Transit Connect の他の SDDC プリフィックス]

グループ内の他の SDDC から学習されたルート。

グループ メンバーシップが変更され、新しいルートが学習されると、各グループのプリフィックスが自動的に追加、

削除、更新されます。

詳細については、『VMware Cloud on AWS のネットワークおよびセキュリティ』ドキュメントのコンピューティ

ング ゲートウェイのファイアウォール ルールの追加または変更およびインベントリ グループの操作を参照してくだ

さい。

手順

1 コンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールの追加または変更で定義されているワークフロー

を使用して、必要なインベントリ グループとコンピューティング ゲートウェイ ファイアウォール ルールを作成

します。

システム定義のインベントリ グループは、グループ メンバーおよび接続されている VPC の間の全体的な接続

を作成するのに役立ちます。詳細なファイアウォール ルールを作成して、メンバー SDDC の個々のワークロー

ド セグメントに適用する必要がある場合は、次の例に示すように、インベントリ グループを作成して、それら

のセグメントを定義する必要があります。

2 [ゲートウェイ ファイアウォール] - [コンピューティング ゲートウェイ] の順にクリックしてから、[ルールの追

加] をクリックします。

システム定義のインベントリ グループと、ユーザーが定義したコンピューティング グループを、[送信元] 画面

と [宛先] 画面で選択できます。無制限のグループ接続を有効にするには、次のようなルールを追加します。これ

により、他のグループ メンバーからこの SDDC への受信トラフィックが許可されます。
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名前 送信元 宛先 サービス 適用先 操作

他の SDDC からの

受信

[Transit Connect 
の他の SDDC プリ

フィックス]

任意 任意 Direct Connect 
インターフェイス

Allow

ローカル ワークロード セグメントの CIDR ブロックを使用してインベントリ グループを作成した場合は、それ

らを使用して、このトラフィックに詳細な制御を適用する優先順位の高いルールを作成できます。

例： グループ メンバー間のワークロード トラフィックを許可する、ユーザー定義のインベント
リ グループを使用する CGW ファイアウォール ルール

これらの例では、NSX Manager を使用してインベントリ グループとファイアウォール ルールを作成する方法を示

します。このワークフローでは、VMware Cloud コンソールの [ネットワークとセキュリティ] タブを使用するこ

ともできます。NSX Manager による SDDC ネットワーク管理を参照してください。

グループの作成

NSX Manager で、[インベントリ] - [コンピューティング グループ] の順にクリックしてから、[グループの追

加] をクリックして 3 つのグループを作成します。グループには、任意の名前を使用できます。ここに示すのは、

単なる例です。

n SDDC 独自のワークロード セグメント用のセグメント プリフィックスを含む、ローカル ワークロードという名

前のグループ。

n グループ内の他の SDDC のワークロード セグメント用のセグメント プリフィックスを含む、

ピア ワークロードという名前のグループ。

n グループ内の各 SDDC の vCenter Server のプライベート IP アドレスを含む、

ピア SDDC vCenter Server という名前のグループ。

各グループについて、[コンピュート メンバー] 列の [設定] をクリックして [メンバーの設定] ツールを開きま

す。このツールでは、[基準の追加] をクリックして、グループ メンバーの [IP アドレス] または [MAC アドレ

ス] を入力できます。また、[アクション] - [インポート] の順にクリックして、これらの値をファイルからイン

ポートすることもできます。

ルールの作成

手順 2 と同様に、[ゲートウェイ ファイアウォール] カードを開き、[コンピューティング ゲートウェイ] をクリ

ックして、[ルールの追加] をクリックします。これにより、[送信元] および [宛先] に対して作成されたインベ

ントリ グループを使用する新しいルールが作成されます。ルールには、任意の名前を使用できます。ここに示す

のは、単なる例です。

名前 送信元 宛先 サービス

ローカル ワークロードからピア 

ワークロードへ

ローカル ワークロード ピア ワークロード ローカル ワークロードから他の

グループ メンバーのワークロー

ドへの送信トラフィック用

ピア ワークロードからローカル 

ワークロードへ

ピア ワークロード ローカル ワークロード 他のグループ メンバーのワーク

ロードからローカル ワークロー

ドへの受信トラフィック用

VMware Cloud on AWS 運用ガイド

VMware, Inc. 43

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-E967284B-AAC9-471A-B5C4-4C71BA6D61F6.html


コンピューティング ゲートウェイ ファイアウォールを通過する SDDC グループ メンバー トラフィックを管理

するすべてのルールは、[すべてのアップリンク] に適用する必要があります。また、アクションとして [許可] を
設定する必要があります。

SDDC グループへの Direct Connect Gateway の接続

SDDC グループの作成後、オンプレミスの SDDC をそのグループの Direct Connect Gateway に接続して、

SDDC グループのすべてのメンバーへの DX 接続を提供することができます。

VMware Transit Connect は、SDDC グループ メンバー間のすべてのコンピューティングおよび管理ネットワー

ク トラフィックを処理します。多くの SDDC グループ メンバーは、オンプレミス データセンターへのネットワー

ク接続も必要になります。これらの接続を有効にするには、AWS Direct Connect Gateway をグループの 

VMware Managed Transit Gateway に関連付けます。

SDDC グループに Direct Connect Gateway を接続するには、複数のステップを実行する必要があります。また、

このプロセスでは、VMware Cloud コンソールと AWS コンソールの両方を使用する必要があります。最初に、

VMware Cloud コンソールを使用して、VTGW（AWS リソース）を共有できるようにします。次に、AWS コ
ンソールを使用して、共有リソースを受け入れ、SDDC グループに接続する Direct Connect Gateway に関連付

けます。既存の Direct Connect Gateway で許可されるプリフィックスのリストを変更する必要がある場合は、

AWS コンソールも使用します。

前提条件

AWS Direct Connect Gateway を作成する必要があります。AWS ドキュメントの Direct Connect ゲートウ

ェイの作成を参照してください。

手順

1 VMware Cloud コンソール の [インベントリ] 画面で [SDDC グループ] をクリックし、Direct Connect 
Gateway を接続するグループの [名前] をクリックします。

2 グループの [Direct Connect] タブで [アカウントの追加] をクリックし、グループに追加する Direct 
Connect Gateway を所有する AWS アカウントを指定します。

[Direct Connect Gateway の追加] 画面で、次の値を入力します。

オプション 説明

Direct Connect Gateway の接続 ID AWS コンソールでゲートウェイ オブジェクトの [Direct Connect Gateway] 画面に表示

される [ID] 値。

場所 このゲートウェイのために、追加の VTGW 接続を指定します。任意のリージョン内の単一の 

Direct Connect Gateway 接続で、マルチリージョン グループのすべてのメンバー間のト

ラフィックを処理できますが、推移的なルーティングはサポートされません。1 つのグループ

に 2 つの異なるリージョンのメンバーが存在し、DXGW 接続が 1 つのみである場合、DXGW 
に接続されたリージョンの SDDC からのトラフィックだけが、オンプレミス データセンター

にルーティングされます。[VTGW の場所] コントロールを使用して、DXGW を別のリージ

ョン内の VTGW に関連付けます。

許可されたプリフィックス 指定された [VTGW の場所] の SDDC グループ メンバーのコンピューティング ネットワー

ク CIDR ブロックのカンマ区切りのリスト。

 
[OK] をクリックすると、指定されたゲートウェイについて、AWS の関連付けの提案が生成されます。
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3 AWS コンソールで、ゲートウェイ オブジェクトの [Direct Connect Gateway] 画面を開き、関連付けの提

案を受け入れます。

受け入れには、最大で 20 分ほどかかる場合があります。受け入れが完了すると、次のようになります。

n AWS コンソールの場合、ゲートウェイ オブジェクトの AWS [Direct Connect Gateway] 画面で、ゲー

トウェイの [状態] が [関連付け済み] になります。

n VMware Cloud コンソールの場合、グループの [Direct Connect] タブで、ゲートウェイの [状態] が [接
続済み] になります。

4 Direct Connect Gateway と Direct Connect ロケーション（Direct Connect プロバイダ）の間に AWS 
Transit VIF を接続します。

AWS VPC ドキュメントの Direct Connect Gateway へのトランジット ゲートウェイの接続を参照してく

ださい。

5 （オプション） Direct Connect Gateway の場所を追加します。

複数リージョンの SDDC グループでは、任意のリージョン内の VTGW グループを Direct Connect 
Gateway に接続できます。グループの [Direct Connect Gateway] タブで、[場所の追加] をクリックして 

[Direct Connect Gateway の場所を追加] カードを開き、ゲートウェイに接続する AWS リージョンと 1 つ
以上の [許可されたプリフィックス] を指定します。

次のステップ

Direct Connect Gateway とオンプレミスの SDDC 間のトラフィックを許可するために必要なファイアウォール 

ルールを作成します。

SDDC グループでの vCenter Server の関連付けの使用

SDDC 展開グループを含む組織は、それらの SDDC 内の vCenter Server システムを関連付けることで、管理者

が、統合されたインベントリを同じ vSphere Client ビューで管理できるようにします。

SDDC グループで vCenter Server の関連付けを有効にすると、クラウド管理者は cloudadmin@vmc.local と
してログインし、vSphere Client を使用してグループ内のすべての vCenter Server システムを管理できます。

cloudadmin@vmc.local アカウントが、シングル サインオンを使用するようにこれらのシステムを構成している

場合、そのシングル サインオン ドメイン内のアカウントを持つユーザーは、グループ内にある関連付けられたすべ

てのシステムにアクセスできます。

SDDC グループで vCenter Server の関連付けを有効にすると、そのグループに追加された SDDC 内の vCenter 
Server システムが自動的に関連付けられ、グループから削除された SDDC 内の vCenter Server システムの関連

付けは自動的に解除されます。

前提条件

ネットワーク

この機能に必要な L3 ネットワークは、SDDC グループの作成時の一環としてすでに構成されている VMware 
Transit Connect によって提供されます。グループ内の関連付けられた各 vCenter Server は、グループの 

VMware Transit Connect ゲートウェイ経由のルートを使用して、プライベート IP アドレスにある他の関連
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付けられた vCenter Server インスタンスに到達できる必要があります。他のルーティング構成はサポートさ

れていません。

関連付けられた SDDC グループ内の vCenter Server インスタンス間での vMotion を使用した仮想マシン

の移行は機能しません。これは、VMware Transit Connect がグループ メンバー間に L3 接続のみを作成す

るためです。vMotion を使用して移行するには、L2 接続が必要です。

サービス ロール

この操作は、[管理者] または [削除が制限された管理者] の VMC サービス ロールを持つユーザーに限定されま

す。

vCenter Server の名前解決

グループ内の関連付けられた各 vCenter Server は、関連付けられた他の vCenter Server のホスト名と 

FQDN をプライベート IP アドレスに解決できる必要があります。『VMware Cloud on AWS Networking 
and Security』ガイドの vCenter Server の FQDN 解決アドレスの設定を参照してください。

ハイブリッド リンク モード

VMware Transit Connect™ を使用した SDDC 展開グループの作成と管理で説明したように、SDDC が 

SDDC グループのメンバーである場合、VPN 接続でのハイブリッド リンク モードの使用はサポートされませ

ん。

重要：   vCenter Cloud Gateway を使用して、リンクされた SDDC グループ メンバーへの Direct Connect 
Gateway (DXG) 接続を介してハイブリッド リンク モードを構成することはできません。 

VMware Cloud Disaster Recovery

VMware Cloud Disaster Recovery で保護されている SDDC では、vCenter Server の関連付けはサポー

トされません。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 [インベントリ] 画面で、[SDDC グループ] をクリックします。

このページには、組織内のすべての SDDC グループが一覧表示されます。SDDC グループを作成するには、

SDDC グループの作成または変更を参照してください。

3 [SDDC グループ] ページで SDDC グループのカードを選択し、[詳細表示] をクリックして、[vCenter Server 
の関連付け] タブを開きます。

このページには、グループ内のすべての SDDC、それらのバージョン、および vCenter Server の関連付けス

テータスが表示されます。

4 リスト内のすべての vCenter Server システムを関連付けるには、[すべての vCenter Server のリンク] をク

リックします。

この操作により、[関連付け解除済み] ステータスのすべての vCenter Server システムが関連付けられます。

SDDC グループ内の vCenter Server システムの関連付けは、1 回だけ実行するものです。これによりグルー

プのプロパティが作成され、グループ内の vCenter Server システムは、故意に関連付けが解除されるまで、
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SDDC の一連のメンバーとは関係なく常に関連付けられた状態になります。グループ内のすべての vCenter 
Server について [すべての vCenter Server のリンク] を実行すると、SDDC がグループに追加されるたびに 

vCenter Server の関連付けが自動的に行われます。SDDC がグループから削除されると、関連付けられた 

vCenter Server システムは自動的に関連付けが解除されます。

5 （オプション） 関連付けられた vCenter Server システムには、共有 ID ソースを設定してください。

関連付けられた vCenter Server システムを、同じ ID ソースを使用するように構成すると、その ID ソースで

定義されたユーザー アカウントは、ID ソースのアカウントに定義された権限を持つ、関連付けられたすべての 

vCenter Server システムにアクセスできます。構成の詳細については、VMware vSphere のドキュメント

にある、vCenter Single Sign-On による vSphere 認証を参照してください。この手順を実行しない場合、

cloudadmin@vmc.local は、VMware Cloud コンソールの [設定] タブにリストされている認証情報を使用

して、関連付けられたすべての vCenter Server システムに対して認証を行うことができます。

6 リスト内のすべての vCenter Server システムの関連付けを解除するには、[すべての vCenter Server のリン

ク解除] をクリックします。

この操作により、[関連付け] ステータスのすべての vCenter Server システムの関連付けが解除されます。

SDDC グループ内の vCenter Server システムの関連付けと同様、関連付けの解除は 1 回だけ実行するもので

す。これによりグループのプロパティが作成され、グループ内の vCenter Server システムは、故意に関連付

けられるまで、関連付けがない状態になります。グループ内のすべての vCenter Server について [すべての 

vCenter Server のリンク解除] を実行すると、SDDC がグループに追加されても vCenter Server システム

は関連付けがないままとなります。

SDDC のコンプライアンス強化の構成

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) や IRAP (Information Security Registered 
Assessors Program) などの基準への準拠状況を検証するために定期的な監査が必要になるワークロードの実行を 

SDDC で準備するには、VMware Cloud コンソールの [ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスを無効に

して、さらに特定の SDDC サービスを無効にする必要があります。

VMware Cloud on AWS SDDC のコンプライアンス強化は、コンプライアンス監査対象のワークロードに適した

ランタイム環境を実現するのに役立ちます。VMware Cloud on AWS SDDC のコンプライアンス強化では、

AWS、VMware、お客様の間でセキュリティとコンプライアンスの責任を分散する共有アカウンタビリティ モデル

が使用されます。VMware Cloud on AWS におけるコンプライアンス強化機能の責任と所有権に関する補足ガイ

ダンスについては、テクニカル ホワイト ペーパー Migrating PCI Workloads to VMware Cloud on AWS を

参照してください。

注：   VMware Cloud on AWS では、デフォルトでコンプライアンス強化は有効ではありません。詳細について

は、アカウント チームにお問い合わせください。 

コンプライアンス強化は、リージョンの選択に示されているとおり、適切なサポートを提供する AWS リージョンで

作成されたバージョン 1.14 以降の新しい SDDC で構成できます。

一部の SDDC 機能とサービスは、コンプライアンス強化の要件に準拠していないため、PCI ワークロードを SDDC 
に移行する前に無効にする必要があります。
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[ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスの無効化

コンプライアンス監査済みのワークロードを実行するために新しい SDDC を準備するには、SDDC のローカル 

NSX Manager に直接接続できるファイアウォール ルールを作成し、VMware Cloud コンソールの [ネットワー

クとセキュリティ] タブを無効にし、ローカル NSX Manager で SDDC ネットワークを管理する必要があります。

VMware Cloud コンソールの [ネットワークとセキュリティ] タブのアクセス コントロールは、コンプライアンス

が強化された SDDC には適していません。[ネットワークとセキュリティ] タブを使用するすべての SDDC へのア

クセスは、SDDC 非遵守になります。コンプライアンスを維持するには、コンプライアンス強化の要件を満たす認証

フレームワークを持つローカル NSX Manager のみを使用して SDDC ネットワークを管理する必要があります。

コンプライアンス監査を開始する前に、[ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスを無効にする必要がありま

す。また、監査期間は無効なままにする必要があります。

[ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスを無効にする前に、このタブで、オンプレミス データセンターへの 

VPN 接続と、その VPN でローカル NSX Manager にアクセスするための管理ゲートウェイ ファイアウォール ル
ールを作成しておきます。NSX Manager にアクセスできることを確認したら、[ネットワークとセキュリティ] タ
ブへのアクセスを無効にして、コンプライアンス強化用の SDDC の準備に進みます。[ネットワークとセキュリテ

ィ] タブへのアクセスを再び有効にするときは、VMware サポートにお問い合わせください。

前提条件

n VMC コンソールにログインするときは、[管理者] または [削除が制限された管理者] の VMC サービス ロール

が必要です。

n また、SDDC への VPN 接続が必要です。VMware Cloud on AWS Networking and Security ガイドの 

SDDC とオンプレミス データセンターの間の VPN 接続を構成 を参照してください。[ネットワークとセキュ

リティ] タブへのアクセスを無効にすると、VPN 経由のローカル NSX Manager への接続が SDDC ネットワ

ークを管理する唯一の方法になります。ネットワーク障害の発生時にローカル NSX Manager に確実にアクセ

スするには、 VMware Cloud on AWS Networking and Security ガイドの SDDC の管理およびコンピュ

ーティング ネットワーク トラフィック用のプライベート仮想インターフェイスに対する Direct Connect の
構成に従って、ルートベース VPN をバックアップとして AWS Direct Connect などの冗長接続を構成する

ことをお勧めします。

n SDDC でコンプライアンス強化を有効にする必要があります。VMware Cloud on AWS では、デフォルトで

コンプライアンス強化は有効ではありません。詳細については、アカウント チームにお問い合わせください。コ

ンプライアンス強化は、リージョンの選択に示すように、適切なサポートを提供する AWS リージョン内に作成

されたバージョン 1.14 以降の SDDC で構成できます。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 現在の SDDC のローカル NSX Manager への HTTPS 接続を開くための管理ゲートウェイ ファイアウォー

ル ルールを作成します。

管理ゲートウェイ ファイアウォール ルールの作成方法の詳細については、VMware Cloud on AWS 
Networking and Security ガイドの管理ゲートウェイファイアウォール ルールの追加または変更を参照して

ください。このルールには以下のパラメータを使用します。
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管理ゲートウェイ ファイアウォール ルール プロパティ 値

送信元 [任意]、またはオンプレミス ネットワーク内の特定の IP アドレス。

宛先 [NSX Manager] システム定義のグループ。

サービス HTTPS (TCP 443)

操作 Allow

3 （必須） ファイアウォール ルールをテストします。

[ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスを無効にするまでは、ローカルの NSX Manager にアクセス

できません。そのため、次の手順に進む前に、ファイアウォール ルールが機能することを確認するのが重要で

す。ルールをテストするには、ローカル NSX Manager の index.html 画面を表示できることを確認しま

す。Web ブラウザを使用して https://NSX-Manager-IP/nsx/index.html への接続を開きます。NSX-
Manager-IP は、SDDC の [設定] タブの [NSX Manager 情報] にある [内部ネットワーク経由での NSX 
Manager へのアクセス] に表示される [プライベート IP アドレス] です。ファイアウォール ルールが正しけ

れば、この要求で、ローカル NSX Manager の index.html ページが返ります。このページには、

error_code: 403 など、複数の JSON キー/値ペアが表示されます。このページではアクションを実行できま

せん。

4 ファイアウォール ルールが正しいことを確認した後は、[ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスを無効

にできます。

a SDDC の [設定] タブに移動します。

b [設定] タブの [コンプライアンス強化] セクションで、[[ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセス] 
行を展開して [[ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスの無効化] カードを表示します。

c ワークフローの理解を確認します。

ローカル NSX Manager の index.html 画面にアクセスできることを確認したら、必要なファイアウォ

ール ルールが作成およびテスト済みで、次の操作に進む準備が整ったことを、チェックボックスを選択して

確定してください。この SDDC の [ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスを再度有効にする場

合、VMware サポート リクエストを発行する必要があることを承知していることを、チェックボックスを

選択して意思表示します。

d [無効化]をクリックして、ネットワークとセキュリティのアクセスを無効にします。

5 NSX Manager を開きます。

VMware Cloud コンソール にログインし、[ネットワークとセキュリティ] タブを開きます。このタブの 

[NSX Manager を開く ] ボタンをクリックして、 [デフォルト NSX Manager 認証情報] でログインします。

NSX Manager の使い方の詳細については、NSX-T Data Center 管理ガイドの NSX Manager を参照して

ください。

注：   現在の SDDC のネットワーク構成を表示する場合は（変更はしない）、[設定] タブの [NSX Manager 
情報] の下の [NSX Manager 監査ユーザー アカウント] の認証情報でログインできます。
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次のステップ

[ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスを無効にした場合、SDDC ネットワークは、ローカル NSX 
Manager で管理してください。NSX Manager UI 間は、[ネットワークとセキュリティ] タブ内の移動時とほとん

ど同じ方法で移動できます。NSX Manager の使い方の詳細については、NSX-T Data Center 管理ガイドの 

NSX Manager を参照してください。

重要：   PCI コンプライアンス要件 8.2.4（90 日に 1 回以上ユーザー パスワード/パスフレーズを変更）に準拠す

るには、VMware ナレッジベースの記事 KB83551 に記載されている NSX Manager REST API を使用する必要

があります。 

[ネットワークとセキュリティ] タブへのアクセスを再び有効にするときは、VMware サポートにお問い合わせくだ

さい。

サービスの無効化

既存の SDDC でコンプライアンス監査済みのワークロードが実行されるように準備するには、特定の統合サービス

を無効にする必要があります。

特定の VMware 統合サービスはコンプライアンス強化と互換性がないため、コンプライアンス監査済みのワークロ

ードを SDDC に移行する前に無効にする必要があります。これらのサービスを無効にした場合、再び有効にするに

は VMware のサポートに問い合わせる必要があります。

注：   新しい SDDC では、統合サービスは有効にはなっていません。この手順は、既存の SDDC を再構成して統合

サービスを無効にする場合にのみ必要です。

前提条件

VMware Cloud コンソール (https://vmc.vmware.com/) に、VMware Cloud Services サービス ロール（[管
理者] または [削除が制限された管理者]）を持つユーザーとしてログインする必要があります。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 SDDC の [設定] タブに移動します。

このタブの [コンプライアンス強化] 領域には、VMware HCX サービスと VMware Site Recovery サービス

のステータスが表示されます。
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3 VMware HCX サービスを無効にします。（新しい SDDC に HCX をインストールして有効にし、それを使用

してコンプライアンス監査済みのワークロードを移行できますが、その移行の完了後には、無効にする必要があ

ります）。

[設定] タブの [コンプライアンス強化] セクションで、[HCX] コントロールを展開して [VMware HCX サービ

スの無効化] カードを表示します。

a SDDC vCenter Server から HCX をアンインストールします。

HCX インベントリ グループを参照するカスタム ファイアウォール ルールを作成した場合、HCX のアンイ

ンストールを開始する前にそれらを削除し、 VMware Cloud on AWS デプロイの HCX のアンインスト

ールのドキュメントの手順に従って、VMware HCX で作成または使用した SDDC リソースをクリーンア

ップします。HCX をアンインストールしたら、クリーンアップが完了して、次の操作に進む準備が整った

ことをチェックボックスで確定してください。

b [無効化] をクリックして、[VMware HCX サービスの無効化] 画面を開きます。

c ワークフローを理解したことを確認してください。

n チェックボックスを選択して、HCX をアンインストールして、残った HCX リソースをクリーンアッ

プしたことを確認してください（3.a を参照）。

n 現在の SDDC の VMware HCX の再有効化時には、VMware のサポートに問い合わせる必要がある

ことを承知していることを、チェックボックスを選択して意思表示します。

d [無効化] をクリックして、VMware HCX を無効にします。

4 VMware Site Recovery 8.4 の互換性を無効にします。

VMware Site Recovery は、バージョン 8.5 以降のコンプライアンス監査要件を満たしています。

コンプライアンス監査済みのワークロードを実行するように SDDC を準備するには、Site Recovery 8.4 との

互換性を無効にする必要があります。

vSphere Client を使用して、SDDC でアクティブな VMware Site Recovery のバージョンを確認します。

VMware Site Recovery が SDDC でアクティブになっていない場合は、バージョン 1.14 以降の SDDC でア

クティブにした後に、バージョン 8.5 以降がプロビジョニングされます。バージョン 8.4 の SDDC で 

VMware Site Recovery がアクティブになっている場合は、サポートに連絡して Site Recovery を 8.5 以降

にアップグレードするか、Site Recovery を無効にすることができます。

[設定] タブの [コンプライアンス強化] セクションで Site Recovery v8.4 互換性コントロールを展開して、

VMware Site Recovery 8.4 との互換性の無効化コントロールを表示します。

a （オプション） （使用している 8.4 が不要になった場合は）「VMware Site Recovery の無効化」に記載

された手順に沿って、VMware Site Recovery で作成または使用されている SDDC リソースをクリーン

アップします。

b （オプション） （使用している 8.4 が不要になった場合は）オンプレミス サイトから Site Recovery 
Manager の登録を解除します。VMware Site Recovery 製品ドキュメントのオンプレミス サイトの 

Site Recovery アプライアンスの登録解除を参照してください。

c （オプション） （8.4 を使用していて Site Recovery が引き続き必要な場合）サポートに連絡して、Site 
Recovery サービスを 8.5 にアップグレードしてください。残りの手順は、8.5 以降へのアップグレード

が完了した後にのみ実行します。
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d [無効化] をクリックして、[Site Recovery サービス v8.4 の互換性を無効化] 画面を開きます。

e ワークフローについて理解していることを確認します。チェックボックスをオンにして VSR サービスのバ

ージョンをチェックし、8.4 がアクティブになっている場合は、無効にして Site Recovery Manager を
アンインストールしたか、アップグレードを要求して 8.5 以降にアップグレードしたことを確認します。

（4.a、4.b、および 4.c を参照）。チェックボックスを選択して、現在の SDDC の Site Recovery 
Manager 8.4 との互換性を再び有効にする場合は、VMware サポートに問い合わせる必要がある点につ

いて理解していることを確認します。

f VMware Site Recovery との互換性を無効にするには、[無効化] をクリックします。

VMware Cloud on AWS での VMware Tanzu™ Kubernetes 
Grid™ の使用

Tanzu Kubernetes Grid は、VMware Cloud on AWS が提供するマネージド サービスです。1 つ以上の 

SDDC クラスタで Tanzu Kubernetes Grid を有効にして、SDDC vCenter Server で Tanzu サポートを構成

します。

クラウドの Tanzu サービス

vSphere と同様、VMware Cloud on AWS SDDC 内の Tanzu サービスは、オンプレミス データセンターでの

動作とほぼ同様に動作します。一部の vSphere および Tanzu コンポーネントは VMware によって管理されてい

るため、VMware Cloud on AWS で Tanzu Kubernetes Grid を使用する場合は、一部の従来型のオンプレミス

管理ワークフローが不要になります。

VMware Cloud on AWS での Tanzu Kubernetes Grid 管理の詳細については、VMware Tanzu のドキュメ

ントを参照することができます。ただし、これらのトピックを参照する際には、次のような大きな違いがあることを

考慮してください。

n VMware Cloud on AWS ユーザーは、ESXi ホストのハードウェアへの物理的なアクセス手段がなく、ESXi 
ホスト OS にはログインできません。この種のアクセスが必要な手順は、VMware のスタッフによって実行さ

れます。

n オンプレミスの vCenter Server や SDDC の vCenter Server のグローバル権限が複製されることはありま

せん。グローバル権限は、SDDC ホストやデータストアなど、VMware のスタッフが管理するオブジェクトに

は適用されません。

n VMware Cloud on AWS では、Tanzu ワークロード制御プレーンは VMware Cloud コンソール を介して

のみ有効にできます。

前述の大きな違いのほか、VMware Tanzu のドキュメントではオンプレミス ユーザー向けのトピックを数多く記載

していますが、VMware Cloud on AWS で Tanzu を使用する際に必要な情報の一部は記載していません。
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表 1-4. オンプレミスと SDDC Tanzu のトピックの内容の違い

トピック コンテンツの概要

n Tanzu Kubernetes リリースでのコンテンツ ライブラリの作成

と管理

n Tanzu Kubernetes クラスタの新しいコンテンツ ライブラリへ

の移行

VMware Cloud on AWS の Tanzu Kubernetes Grid には、変更

できない VMware Cloud on AWS カスタム コンテンツ ライブラ

リが事前にプロビジョニングされています。

vSphere with Tanzu のユーザー ロールとワークフロー SDDC の vCenter Server には、オンプレミスの vCenter Server 
にはない事前定義済みの [CloudAdmin] ロールが含まれています。

このロールは、SDDC ワークロードの作成と管理に必要な権限を持ち

ますが、ホスト、クラスタ、管理仮想マシンなど、VMware でサポー

トおよび管理される SDDC 管理コンポーネントへのアクセスは許可さ

れません。

vSphere ポッドへのワークロードのデプロイ VMware Cloud on AWS の Tanzu Kubernetes Grid は、

vSphere ポッドをサポートしていません。

セルフサービス名前空間テンプレートのプロビジョニング Tanzu スーパーバイザー名前空間テンプレートの作成は VMware 
Cloud on AWS ではサポートされません。

n Tanzu Kubernetes リリース用の vSphere 名前空間の構成

n vSphere 名前空間の作成と構成

Kubernetes リリース用の vSphere 名前空間は、Tanzu 
Kubernetes Grid の有効化時に自動的に構成されます。

ワークロード制御プレーン、名前空間セグメント、Tier-1 ゲートウェイ

各 vSphere 名前空間には、SDDC ネットワーク セグメントが必要です。名前空間の相互のネットワーク分離を維

持するために、ワークロード制御プレーンは、作成する名前空間ごとに、SDDC ネットワークに Tier-1 ルーターを

作成します。これらのルーターは、SDDC NSX Manager の [Tier-1 ゲートウェイ] 画面、および [ネットワークと

セキュリティ] タブに表示され、名前空間セグメントに接続されたコンテナ間の East-West トラフィックを処理し、

名前空間の出力方向と入力方向ポイントを通過する North-South トラフィックをルーティングします。これらは 

SDDC のコンピューティング ゲートウェイ (CGW) とよく似ていますが、SDDC の一部として作成され、SDDC 
の存続期間中保持される CGW とは異なり、これらの名前空間ごとの Tier-1 ゲートウェイの作成と破棄は、サポー

ト対象の Tanzu 名前空間とともに実行されます。

SDDC ネットワーク アーキテクチャの詳細については、『VMware Cloud on AWS Networking and 
Security』ガイドの NSX ネットワークの概念および VMware Tech Zone の記事 TKG Managed Service 
Networking を参照してください。

Tanzu の有効化が SDDC ネットワークに与える影響

VMware Cloud on AWS SDDC で Tanzu Kubernetes Grid を有効にすると、ワークロード制御プレーンで使

用する追加の Tier-1 ルーターがシステムによっていくつか作成されます。有効化後、vSphere は、作成する名前空

間ごとに追加の Tier-1 ルーターを作成します。これらのルーターに関する読み取り専用の詳細は、SDDC の 

[Tier-1 ゲートウェイ] ページにリストされます。

AWS Direct Connect を使用する SDDC では、入力方向および出力方向 CIDR が DX 接続にアドバタイズされま

す。SDDC グループのメンバーである SDDC では、これらの CIDR は VTGW にアドバタイズされます。
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SDDC クラスタでの Tanzu Kubernetes Grid の有効化

SDDC 内のクラスタで Tanzu Kubernetes Grid を有効にすると、Tanzu サービスで使用するクラスタ ストレー

ジ リソース、コンピューティング リソース、および SDDC ネットワークが構成されます。

[インベントリ] ビュー、[Launchpad]、または SDDC の詳細ビューの任意のクラスタ カードから開始できます。

前提条件

VMware Cloud コンソール (https://vmc.vmware.com/) に、VMware Cloud Services サービス ロール（[管
理者] または [削除が制限された管理者]）を持つユーザーとしてログインする必要があります。

Tanzu Kubernetes Grid は、バージョン 1.16 以降の任意の SDDC で有効にできます。有効化は、112 GB 以上の

使用可能なメモリと十分な空きリソースがあり 16 個の vCPU をサポートできる、SDDC バージョン 1.16 以降で作

成された従来のクラスタで開始可能なクラスタ単位のワークフローです。中規模 SDDC 構成では、クラスタで有効

化を行うために少なくとも 3 台のホストが必要です。大規模構成では、少なくとも 4 台のホストが必要になります。

ストレッチ クラスタはサポートされません。

追加のクラスタで Tanzu Kubernetes Grid を有効にする場合は、十分なフェイルオーバー キャパシティを確保す

るために、3 ホスト クラスタにデフォルトのコア数 (16) が必要です。4 台以上のホストを持つクラスタでは、コア

数を減らすことができます。クラスタの追加を参照してください。

注：   クラスタ リソースの使用量に影響する一時的なアクティビティが原因で、クラスタの適格性テストが失敗する

可能性があります。ベスト プラクティスは、VMware HCX 移行のソースまたはターゲットであるクラスタで 

Tanzu Kubernetes Grid を有効にしないようにすることです。

SDDC で Tanzu Kubernetes Grid を使用するには、SDDC vCenter Server を開くことができる必要がありま

す（ ガイドの vCenter Server への接続 VMware Cloud on AWS スタート ガイド を参照してください。）共通

の Tanzu Kubernetes Grid ワークフローの多くでは、SDDC のネットワークとセキュリティの設定に記載されて

いるように、オンプレミス データセンターと SDDC 間の接続が必要です。

Tanzu Kubernetes Grid を有効にするには、Tanzu ワークロード制御プレーンに複数の CIDR ブロックを定義す

る必要があります。この CIDR ブロックは、SDDC 管理ネットワークまたはコンピューティング ネットワークまた

はオンプレミス ネットワークに割り当てられている既存の CIDR ブロックと重複することはできません。また、有

効化後に変更することもできないため、この手順でこれらの CIDR ブロックのリストを用意する必要があります。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 Tanzu Kubernetes Grid の有効化に使用する SDDC を 1 つ以上選択します。

Launchpad から起動するには、次の手順を実行します。

[Launchpad] から、[ソリューション] 列で [Kubernetes] をクリックし、[詳細] および [はじめに] をクリッ

クして、[Tanzu Kubernetes Grid を開始する] ビューを開き、Tanzu Kubernetes Grid の有効化が可能な

組織内にあるすべての SDDC のリストを表示します。リストから 1 つ以上の SDDC を選択し、[次へ] をクリ

ックします。

インベントリ ビューから開始するには、次の手順を実行します。

[インベントリ] 画面で、[SDDC] をクリックし、SDDC を選択して [詳細の表示] をクリックします。
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3 クラスタの Tanzu Kubernetes Grid を有効にします。

クラスタ カードで [アクション] をクリックし、[Tanzu Kubernetes Grid の有効化] を選択します。

VMware Cloud on AWS は、クラスタ リソースが Tanzu Kubernetes Grid を有効にするための要件を満

たしていることを確認してから、ワークロード管理ネットワークの構成を求めるプロンプトを表示します。
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4 ワークロード管理ネットワークを構成します。

ワークロード制御プレーン、名前空間セグメント、Tier-1 ゲートウェイ が SDDC ネットワークを構成および使

用する方法の詳細については、Tanzu Kubernetes Grid を参照してください。

a このクラスタのワークロード ネットワーク CIDR ブロックを指定します。

サイズが 16、20、23 または 26 の CIDR ブロックがサポートされており、RFC 1918 で定義されている

「プライベート アドレス空間」のいずれか（10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、または 192.168.0.0/16）にす

る必要があります。CIDR ブロックごとに、次と重複しない IP アドレスの範囲を指定します。

n SDDC 管理ネットワークまたはコンピューティング ネットワーク

n オンプレミス ネットワーク

n このクラスタで指定する任意の CIDR ブロック

n この SDDC 内の別のクラスタで指定した任意の CIDR ブロック

VMware Cloud on AWS によって予約されている IPv4 アドレスの完全なリストについては、

『VMware Cloud on AWS Networking and Security』ガイドの予約されたネットワーク アドレスを

参照してください。これらの CIDR ブロックは、Tanzu Kubernetes Grid を有効にした後は変更できま

せん。

[サービス CIDR]

アドレスのこのブロックは、クラスタの Tanzu スーパーバイザー サービスに割り当てられます。デフォルトの 

CIDR ブロック (10.96.0.0/24) を使用するか、別の CIDR ブロックを選択できますが、少なくとも /24 の範

囲が必要です。

[名前空間ネットワーク CIDR]

アドレスのこのブロックは、名前空間セグメントに割り当てられます。このクラスタの Tanzu Kubernetes 
Grid ワークロードに十分なキャパシティを提供するために、少なくとも /23 の範囲にする必要があります。/16 
または /12 の範囲を検討します。

[入力方向 CIDR]

アドレスのこのブロックは、ロード バランサを経由したコンテナへの受信トラフィックを受信するために割り当

てられます。システムにより宛先 NAT (DNAT) アドレスがこのプールからクラスタの各名前空間に対して割

り当てられるため、/23 または /26 の範囲で十分です。

[出力方向 CIDR]

アドレスのこのブロックは、コンテナおよびゲスト クラスタからの送信トラフィックに割り当てられます。シス

テムにより送信元 NAT (SNAT) IP アドレスがこのプールからクラスタの各名前空間に割り当てられるた

め、/23 または /26 の範囲で十分です。

b [検証して続行] をクリックして、指定した CIDR ブロックを検証します。

クラスタの有効化の完了後、ワークロード ネットワーク CIDR ブロックは変更できないため、有効化を続

行する前に、指定した範囲をシステムで検証する必要があります。ネットワーク範囲検証には最大で 15 秒
かかります。
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5 確認して有効にします。

ネットワーク範囲の検証に成功すると、クラスタとワークロード管理ネットワークの詳細が表示されます。

[Tanzu Kubernetes Grid の有効化] をクリックしてこれらのクラスタを作成し、CIDR ブロックを割り当て

ます。SDDC の [サマリ] ページに Tanzu Kubernetes Grid が [有効化中] であることが表示されます。ク

ラスタ名と有効化が開始された時刻を示すステータス メッセージが表示されます。有効化が完了すると、SDDC 
の [サマリ] ページに Tanzu Kubernetes Grid が [有効化済み] であることが表示されます。

次のステップ

アクティベーションの完了後、vSphere Client の [ワークロード管理] 画面を開きます。新しい Tanzu 
Kubernetes Grid クラスタが [クラスタ] タブに一覧表示されます。[名前空間] タブには、次に実行できる手順が

一覧表示されます。考慮すべき最初の手順の 1 つは、このクラスタを Tanzu Mission Control に登録することで

す。新しく有効にした Tanzu Kubernetes Grid クラスタの構成と使用については、『vSphere with Tanzu のイ

ンストールと構成』の以下のページに記載されている手順に従ってください。

n vSphere 名前空間の構成と管理（セルフサービス名前空間の Tanzu Kubernetes Grid テンプレートは 

VMware Cloud on AWS ではサポートされていません。）

n vSphere with Tanzu クラスタへの接続

n vSphere クラスタで vSphere with Tanzu を構成するための前提条件

Tanzu Kubernetes Grid 名前空間への内部アクセスを許可

内部ネットワークから Tanzu Kubernetes Grid 名前空間へのアクセスを有効にするには、ジャンプ ホストから名

前空間セグメントへのネットワーク アクセスを許可する分散ファイアウォール ルールを作成します。

VMware Cloud on AWS SDDC で Tanzu Kubernetes Grid を使用する場合、パスワードを使用した、システ

ム ユーザーとしての TKG クラスタ ノードへの SSH 接続に示すような手順を実行するには、名前空間ネットワーク

へのアクセスを許可する VMware Cloud on AWS 分散ファイアウォール ルールを追加する必要があります。こ

のトピックでは、別の Tanzu Kubernetes Grid 名前空間内のジャンプ ホストから SDDC 内の Tanzu 
Kubernetes Grid 名前空間への SSH アクセスを有効にする場合に必要なファイアウォール ルールについて説明

します。

手順

1 https://vmc.vmware.com の VMware Cloud Services にログインします。

2 ジャンプ ホスト仮想マシンの IP アドレスを取得します。

Linux ジャンプ ホスト仮想マシンの作成を参照してください。この IP アドレスは、vCenter Server ユーザー 

インターフェイスのジャンプ ホスト仮想マシンの [サマリ] タブに表示されます。

3 名前空間セグメントのセグメント ID を検索します。

これは、クラスタ ノードの [サマリ] タブの [関連するオブジェクト] の下にある [ネットワーク] に表示されま

す。
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4 ジャンプ ホストから名前空間ネットワーク内のノードへのアクセスを許可する分散ファイアウォール ルールを

作成します。

『VMware Cloud on AWS Networking and Security』ガイドの分散ファイアウォール ルールの追加また

は変更の手順に従います。必要に応じて新しいポリシーを作成し、次の値を使用するルールを作成します。

オプション 説明

送信元 ジャンプ ホストの IP アドレスを入力します。

宛先 名前空間セグメントの CIDR ブロックを入力します。

サービス 通常は、[SSH TCP ポート 22] または [RDP TCP ポート 3389] を使用しますが、ジャン

プ ホストで使用する必要があるサービスに設定できます。

操作 [許可]

 

次のステップ

ファイアウォール ルールを公開した後に、ジャンプ ホストを使用して、SSH または別のサービスを介して Tanzu 
Kubernetes Grid クラスタ内のノードにアクセスできます。

Kubernetes サービスへのインターネット アクセスの有効化

パブリック インターネットから Tanzu Kubernetes Grid クラスタで実行されている Kubernetes サービスへの

アクセスを有効にするには、サービスを内部で公開し、パブリック IP アドレスを付与して、Ingress CIDR の特定

の IP アドレス上にそのサービスを公開する DNAT ルールを作成します。

クラスタ サービスへのインターネット アクセスは、Tanzu Kubernetes Grid を有効にしたときに指定した 

Ingress CIDR ブロックで DNAT 処理されたパブリック IP アドレスを介してロード バランサによって管理され

ます。VMware Cloud on AWS では、ロード バランサ サービスは NSX Container Plug-in によって実装され

ます。このプラグインは、Tanzu Kubernetes Grid を有効にした SDDC クラスタごとに自動的に構成されます。

詳細については、「NSX Container Plug-in の概要」を参照してください。

次の手順は、パブリック インターネットから Kubernetes サービスへのアクセスを可能にする際に使用可能な、一

般的なワークフローの概要を示しています。VMware Cloud Tech Zone の記事 Set Up Public Access to 
Tanzu Kubernetes Clusters in VMware Cloud on AWS では、このワークフローについて詳細に説明していま

す。

手順

1 https://vmc.vmware.com の VMware Cloud Services にログインします。

2 VMware Cloud on AWS API を使用して、サービスを内部で公開します。

以下のように、名前空間とノード ポートを指定し、LoadBalancer タイプのサービスとして展開します。

apiversion: v1
kind: service
metadata:
    name: example-svc
    namespace: ns1
    labels:
        app: hardtop-example
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spec:
    ports:
        port:80
        targetPort: 8080
    type: LoadBalancer
    selector:
        app: example-app

type: LoadBalancer の Kubernetes サービスを展開すると、そのサービスが公開され、クラスタ内の指定

されたポート（この例では port: 80）にアクセスできるようになり、サービスのノード ポートが 30,000 を

超えるランダムなポートにマッピングされます。

3 外部 IP アドレス上の仮想マシンと、マッピングされたノード ポート（この例では 31552 を使用）へのアクセ

スを許可する VMware Cloud on AWS コンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールを作成

します。

次のような kubectl コマンドを使用することで、ファイアウォール ルールに必要なサービス プロパティを返

します。

kubectl get service  example-svc -n ns1
NAME            TYPE             CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP    PORT(S)
example-svc     LoadBalancer     10.96.249.36     10.130.1.9     80:31552/TCP

『VMware Cloud on AWS Networking and Security』ガイドの管理ゲートウェイファイアウォール ルー

ルの追加または変更の手順に従って、次のようなパラメータを持つルールを作成します。

オプション 説明

送信元 任意

宛先 サービスの外部 IP アドレス（この例では 10.130.1.9）

サービス [HTTP]

操作 [許可]

 
4 サービスを提供する仮想マシン用のパブリック IP アドレスを要求します。

『VMware Cloud on AWS Networking and Security』ガイドのパブリック IP アドレスの要求または解放

の手順を実行します。

5 このパブリック IP アドレスの DNAT ルールを作成します。

『VMware Cloud on AWS Networking and Security』ガイドの NAT ルールの作成または変更の手順に従

って、パブリック IP アドレスと内部 IP アドレスを照合する DNAT ルールを作成します。ルールで [内部アド

レスと一致] が指定されている場合、インターネット インターフェイスで [パブリック IP] アドレスへのアクセ

スを許可するファイアウォール ルールも作成する必要があります。

クラスタ内の Tanzu Kubernetes Grid サービスの無効化

クラスタでの Tanzu ワークロード管理が不要になった場合は、SDDC クラスタで Tanzu Kubernetes Grid を無

効にします。
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前提条件

VMware Cloud コンソール (https://vmc.vmware.com/) に、VMware Cloud Services サービス ロール（[管
理者] または [削除が制限された管理者]）を持つユーザーとしてログインする必要があります。

重要：   SDDC クラスタで Tanzu Kubernetes Grid を無効にすると、その Tanzu スーパーバイザー クラスタ

と、すべての名前空間、ワークロード、およびパーシステント ボリュームが削除されます。Tanzu Kubernetes 
Grid を無効にする前に、重要なワークロード、ワークロード データ、またはアプリケーション データをバックアッ

プまたは再配置します。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 [インベントリ] 画面で [SDDC] をクリックし、Tanzu Kubernetes Grid を無効にする SDDC を選択します。

3 Tanzu ワークスペース内のセグメントを参照するファイアウォール ルールをすべて削除します。

これには、Tanzu Kubernetes Grid 名前空間への内部アクセスを許可で説明されている分散ファイアウォール 

ルールが含まれます。

4 [アクション] をクリックし、[Tanzu Kubernetes Grid の無効化] を選択します。

Tanzu を無効化すると、SDDC vCenter Server で以下のイベントが発生します。

n クラスタ内のすべての Tanzu ワークロードが停止します。

n Tanzu スーパーバイザー クラスタが削除されます。

n スーパーバイザー クラスタ内のすべての名前空間が削除されます。

n スーパーバイザー名前空間または Tanzu Kubernetes Grid クラスタに関連付けられているすべてのパー

システント（VMDK）が破棄されます。

このアクションによる影響を理解したことを確認するすべてのチェックボックスを選択し、[Tanzu 
Kubernetes Grid の無効化] をクリックします。

SDDC のアップグレードとメンテナンス

VMware Cloud on AWS は、SDDC の更新を定期的に実行します。これらの更新によって、新機能やバグ修正が

継続的に配信され、複数の SSDC にわたって一貫したソフトウェア バージョンが維持されます。

VMC バージョン 1.10 または 1.12 などの偶数番号の SDDC ソフトウェアのリリースに対するアップグレードは、

すべての SDDC に必ず提供されます。1.11 や 1.13 などの奇数番号のリリースは、新しい SDDC 展開でのみ使用で

きます。これらのオプションのリリースは、アップグレードに使用できません。

SDDC の更新が迫ってくると、VMware から通知 E メールが送信されます。通常、この送信は、定期的な更新の

場合は 7 日前、緊急の更新の場合は 1 ～ 2 日前に行われます。アップグレードが遅れた場合、サポートされていない

ソフトウェア バージョンが SDDC で実行される可能性があります。サポート対象の SDDC のバージョンを参照し

てください。
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また、更新プロセスの各フェーズが開始、完了、再スケジュール、またはキャンセルされたときにも、E メールで通

知されます。これらの通知を確実に受信できるようにするために、donotreply@vmware.com がメールの許可リ

ストに追加されていることを確認します。

NSX を使用する SDDC のアップグレード プロセス

次の図は、NSX に基づくネットワークを使用する SDDC のアップグレード プロセスを示しています。

次の図に、SDDC インフラストラクチャのさまざまな要素に対するアップグレードの影響を示します。

重要：   アップグレード中の注意事項

n ホット ワークロード移行もコールド ワークロード移行も実行しないでください。メンテナンス中に移行が開始

されるか、移行中にメンテナンスが行われた場合、移行が失敗します。

n ワークロード プロビジョニング（新規/仮想マシンのクローン作成）を実行しないでください。これらがメンテ

ナンス中に開始されるか、実行中であった場合、プロビジョニング操作は失敗します。

n ワークロード仮想マシンのストレージ ベースのポリシー管理設定を変更しないでください。

n 各クラスタに十分なストレージ容量がある（使用されていない容量が 30% を超えている）ことを確認します。

メンテナンスは 3 つのフェーズで実行されます。

フェーズ 1：制御プレーンの更新。これらは vCenter Server および NSX Edge の更新です。このフェーズ中に、

管理アプライアンスのバックアップが作成されます。問題が発生した場合は、SDDC にリストア ポイントが設定さ

れます。このフェーズ中に、管理ゲートウェイのファイアウォール ルールが追加されます。このアップグレード フ
ェーズで NSX Edge のフェイルオーバーが発生し、短時間のダウンタイムが生じます。このフェーズでは、NSX 
Manager と vCenter Server にアクセスできません。この間、ワークロードとその他のリソースは、前述の制約に

従って、通常どおり機能します。
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vCenter Server および NSX Edge の証明書は、証明書が最後に置き換えられてからの日数が 14 日を超えている

場合、フェーズ 1 で置き換えられます。vCenter Server 証明書に依存する他のソフトウェア（Horizon 
Enterprise、vRealize Operations、vRealize Automation、VMware Site Recovery、その他多数のサード

パーティ製管理アプリケーションなど）を使用している場合は、アップグレードのフェーズ 1 の後、そのソフトウェ

アで vCenter Server および NSX の証明書を再承諾する必要があります。

注：   vCenter Server 証明書を置き換えると、SRM アプライアンスと VR アプライアンスの VMware Site 
Recovery 証明書も置き換えられます。VMware HCX には、SDDC のアップグレード プロセスでは置き換えられ

ない独自の証明書があります。

特定の製品での証明書の更新については、次の情報を参照してください。

n App Volumes：https://kb.vmware.com/s/article/2150281

n Horizon Enterprise：https://kb.vmware.com/s/article/74599

n VMware Site Recovery：https://kb.vmware.com/s/article/78499

フェーズ 1 が完了すると、通知を受信します。フェーズ 1 が完了すると、フェーズ 2 が開始するまで、待機期間があ

ります。フェーズ 2 は、指定した開始時刻に開始されます。

フェーズ 2：ホストの更新。これらは、SDDC 内の ESXi ホストおよびホスト ネットワーク ソフトウェアのアップ

デートです。追加のホストが一時的に SDDC に追加され、更新のための十分な容量が確保されます。これらのホス

トの追加に対する請求は行われません。更新を補助するために、vMotion および DRS アクティビティが実行されま

す。更新プロセスが向上し、更新中に 1 つの NSX Edge のみが移行されるようになりました。この間、ワークロー

ドとその他のリソースは、前述の制約に従って、通常どおり機能します。フェーズ 2 が完了すると、一時的に追加さ

れたホストは SDDC 内の各クラスタから削除されます。

フェーズ 2 が完了すると、通知を受信します。フェーズ 2 が完了すると、フェーズ 3 が開始するまで、待機期間が

あります。フェーズ 3 は、指定した開始時刻に開始されます。

フェーズ 3：これらは NSX アプライアンスの更新です。このフェーズ中に、管理アプライアンスのバックアップが

作成されます。問題が発生した場合は、SDDC にリストア ポイントが設定されます。このフェーズ中に、管理ゲー

トウェイのファイアウォール ルールが追加されます。このフェーズでは、NSX Manager と vCenter Server にア

クセスできません。この間、ワークロードとその他のリソースは、前述の制約に従って、通常どおり機能します。

フェーズ 3 が完了すると、通知を受信します。

各フェーズの継続時間の見積もりの詳細については、SDDC メンテナンス時間の見積もりを参照してください。

SDDC に対する SDDC のアップグレードがスケジュール設定されている場合は、VMware Cloud コンソール の 

[メンテナンス] タブで、次回のメンテナンスや進行中のメンテナンスに関する情報を確認できます。詳細について

は、SDDC メンテナンス スケジュール予約の表示 を参照してください。

L2VPN のオンプレミス NSX Edge の互換性

SDDC にレイヤー 2 VPN (L2VPN) が含まれている場合、NSX をアップグレードすると、L2VPN のサーバ 

(SDDC) とクライアント（オンプレミス）間の互換性がなくなることがあります。SDDC のアップグレード後に 

L2VPN のダウンタイムを最小限に抑えるには、次の手順を実行します。

1 アップグレードが適用される NSX のバージョンについては、VMware Cloud on AWS とコンポーネント リ
リースの関連付けを参照してください。
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2 サポートされる L2VPN クライアントとサーバのバージョンの組については、VMware Cloud on AWS 
Networking and Security のオンプレミス NSX Edge のインストールと構成に記載されている L2VPN の
相互運用性の表を参照してください。

3 SDDC のアップグレードが適用される NSX のバージョンに既存のオンプレミス NSX Edge との互換性があ

る場合、アクションは不要です。それ以外の場合は、オンプレミス NSX Edge のインストールと構成の手順に

従って、既存のオンプレミス NSX Edge を互換性のあるバージョンに置き換えます。アップグレード前後の 

SDDC と互換性のある NSX Edge バージョンがある場合は、SDDC のアップグレードを開始する前にオンプ

レミス Edge をアップグレードします。この条件を満たしている NSX Edge バージョンがない場合は、

SDDC のアップグレードが完了するまで待ってから、オンプレミス Edge をアップグレードする必要がありま

す。このシナリオでは、オンプレミスのアップグレード中に L2VPN のダウンタイムが発生します。

VMware Hybrid Cloud Extension (HCX) のアップデート

HCX を使用しているユーザーの場合：

n SDDC マネージャの VMware Hybrid Cloud Extension (HCX) は、このリリースの一部としてアップグレ

ードされません。

n SDDC のアップグレード時間帯と重複する可能性がある場合、HCX の移行開始を避けてください。HCX の一

括移行プロセスが停止し、HCX vMotion の移行が失敗することがあります。

n 詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-NSX-Hybrid-Connect/index.html の

『VMware HCX ユーザー ガイド』を参照してください。

VMware vCenter Cloud Gateway のアップデート

VMware vCenter Cloud Gateway を使用しているユーザーの場合：

n VMware vCenter Cloud Gateway は、最新のリリースにアップデートされます。

n アプライアンスのアップグレード中に、VMware vCenter Cloud Gateway のユーザー インターフェイスに

アクセスできなくなる場合があります。

n 詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/
com.vmware.vsphere.vmc-aws-manage-data-center.doc/GUID-58C1AC46-3F99-4F93-BB1F-
FD1878B49374.html にて vCenter Cloud Gateway Appliance のドキュメントを参照してください。

Horizon Enterprise のアップデート

VMware Cloud on AWS で実行されている Horizon Enterprise インストール環境で SDDC をアップグレー

ドした場合の影響については、https://kb.vmware.com/s/article/74599 を参照してください。

VMware Site Recovery におけるアップデートの影響

SDDC のアップグレードは VMware Site Recovery サービスに影響を与えます。これは、アップグレード中にイ

ンバウンドの管理ネットワーク トラフィックが停止し、vCenter Server インスタンスが再起動されるためです。

影響の内容は以下のとおりです。

n メンテナンス中の SDDC の Site Recovery ユーザー インターフェイスを開くことができません。リモートの 

SDDC Site Recovery ユーザー インターフェイスから、このサイトは切断されていると表示されます。
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n メンテナンス中の SDDC に対するリカバリ プランのフェイルオーバー操作を開始できません。メンテナンス

の開始時に、処理中のフェイルオーバーが失敗することがあります。

n 受信レプリケーションが中断されます。RPO の設定とメンテナンス期間によっては、これらのレプリケーショ

ンの RPO 違反通知がリモートの Site Recovery ユーザー インターフェイスに表示されることがあります。

vSphere Replication が累積差分の同期を管理するタイミングに応じて、RPO 違反の表示はメンテナンスの

完了後しばらくすると自動的に消去されます。メンテナンス中の SDDC からのレプリケーションの送信は影響

を受けません。

n 詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-Site-Recovery/index.html にある VMware 
Site Recovery のドキュメントを参照してください。

SDDC メンテナンス スケジュール予約の表示

次回の SDDC メンテナンスがスケジュール設定されている時間を表示できます。 

VMware は、VMware Cloud on AWS などのサービスに、定期的にソフトウェア メンテナンスをスケジュール

設定しています。メンテナンス中、ワークロード仮想マシンはオンラインのまま維持されますが、vCenter Server 
と SDDC ネットワークの表示と変更はできなくなります。

前提条件

この操作は、CloudAdmin ロールを持つユーザーに限定されます。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 SDDC の [メンテナンス] タブに移動します。

この SDDC にメンテナンスがスケジュール設定されている場合は、[次回のメンテナンス] カードが表示され、

メンテナンスの日付と時間範囲が示されます。

アップグレード スケジュール設定要求の送信

SDDC へのアップグレードのスケジュール設定を要求するには、VMware Cloud コンソールを使用できます。

VMware Cloud on AWS SDDC のアップグレードは、サービス全体のロールアウトに展開されます。組織でアッ

プグレードのロールアウトが使用可能になると、E メール通知が送信されます。また、VMware Cloud コンソール

にも通知が届きます。通常、この通知は、アップグレードのロールアウトを開始する 30 ～ 60 日前に送信されま

す。通知を受信したら、任意の SDDC のスケジュール設定要求を送信できます。

VMware のロールアウト管理者は、使用可能なアップグレード キャパシティやその他の要因に基づいてスケジュー

ル設定要求を評価し、要求への対応を試行します。スケジュール要求の入力（ある場合）とその他のアップグレード 

プロセスの制約に基づいて、ロールアウト管理者は、提案された開始日の少なくとも 3 週間前に、SDDC のアップ

グレードを提案されたスケジュールに配置します。配置を表示し、アップグレード要求を送信または編集して、フィ

ードバックを提供し、最終のスケジュール設定の前に提案されたスケジュールに対する変更を要求できます。最終の

スケジュール設定は、アップグレードのフェーズ 1 の開始日の前の 1 ～ 2 週間以内に行われます。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。
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2 [メンテナンス] ( ) タブをクリックします。

3 [ロールアウト] タブをクリックします。

4 スケジュール設定するロールアウトを選択します。

各ロールアウトは、アップグレード可能な SDDC バンドル リリースを表します。

5 スケジュール設定要求に含める SDDC を選択し、[スケジュール設定要求] をクリックします。

6 [優先する週を選択] セクションで、選択した SDDC のアップグレードを実行する最優先の週を選択します。

7 （オプション） [設定の追加] をクリックして、追加の週を選択します。合計で最大 3 つの設定を指定できます。

8 [アップグレード スケジュールから除外する日付] テキスト ボックスに、アップグレードを実行しない日付を入

力します。

9 [優先メンテナンス時間] テキスト ボックスに、アップグレードをスケジュール設定する時刻を指定します。

10 最後のテキスト ボックスに、VMware がアップグレードのスケジュール設定を行う際に必要なその他の情報を

入力します。

11 [要求を送信] をクリックします。

結果

要求が VMware に送信されます。[要求] タブが表示されます。このタブには、スケジュール設定要求とそのステー

タスが表示されます。

VMware のロールアウト管理者が要求を確認します。ロールアウト管理者が要求に質問やコメントを追加した場合

は、通知が E メールで送信されます。また、VMware Cloud コンソールにも通知が届きます。

アップグレード スケジュール設定要求の表示と編集

アップグレード スケジュール設定要求を送信したら、VMware Cloud コンソールを使用して要求のステータスを表

示し、要求を編集できます。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 [メンテナンス] ( ) タブをクリックします。

3 [要求] タブをクリックします。

すべてのスケジュール設定要求のリストが表示されます。ロールアウト管理者がまだ確認していない要求のステ

ータスは [提出済み] になります。ロールアウト管理者が確認した要求のステータスは [確認済み] になります。

4 （オプション） 要求の詳細を展開するには、[>>] アイコンをクリックします。

5 （オプション） [編集要求] をクリックして、要求を編集または削除します。

n いずれかの要求パラメータを編集して、[更新要求] をクリックします。
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n 要求を削除するには、[削除要求] をクリックします。

アップグレードのスケジュール設定とステータスの確認

SDDC のアップグレードのスケジュールとステータスは、VMware Cloud コンソールの [メンテナンス] タブで確

認できます。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 [メンテナンス] ( ) タブをクリックします。

3 [ロールアウト] タブをクリックします。

4 確認するロールアウトを選択します。

結果

このロールアウトが適用される SDDC が表示されます。

このグリッドには次の情報が表示されます。

列 説明

バージョン 現在の SDDC バンドルのバージョン。

フェーズ 1 SDDC のステータスが [配置済み]、[スケジュール設定済み]、または [処
理中] の場合は、アップグレードのフェーズ 1 に割り当てられた時間が表

示されます。

フェーズ 2 SDDC のステータスが [配置済み]、[スケジュール設定済み]、または [処
理中] の場合は、アップグレードのフェーズ 2 に割り当てられた時間が表

示されます。

フェーズ 3 SDDC のステータスが [配置済み]、[スケジュール設定済み]、または [処
理中] の場合は、アップグレードのフェーズ 3 に割り当てられた時間が表

示されます。
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列 説明

リクエスト ID この SDDC のスケジュール設定要求を送信した場合は、この列にリクエ

スト ID が表示されます。ID をクリックして、要求の詳細を確認します。

ステータス アップグレード スケジュールのステータスが表示されます。表示される

ステータスは以下のとおりです。

プラニング

この SDDC のロールアウトを使用できますが、ロールアウト管理者

が SDDC を配置またはスケジュール設定していません。

配置済み

ロールアウト管理者がアップグレードの優先する週を選択しました。

スケジュール設定済み

ロールアウト管理者がユーザーから要求されたスケジュールを受け

入れて、アップグレードの時間が設定されたか、またはロールアウト

管理者が選択したデフォルトのアップグレード時間がユーザーに受

け入れられました。

処理中

アップグレードが進行中です。

完了

アップグレードが完了しました。

ステータス

セルフサービス ルーチン メンテナンスのスケジュール設定

クラウド管理者は、VMware が推奨する SDDC のルーチン メンテナンスに希望する日時を選択できます。

ルーチン メンテナンスのスケジュール設定では、希望する時間を選択し、組織の毎週または毎月のメンテナンス ウ
ィンドウに合わせて調整できます。

スケジュール設定できるアクティビティは次のとおりです。

n 証明書の置き換えまたは更新。

n vCenter Server Appliance で NSX Edge またはサービスの再起動を必要とする SDDC コンポーネントの

修正。

n ホストの再起動を必要とするホスト BIOS の更新。

n クラスタのメンテナンス。

VMware では、クラウド SDDC のルーチン メンテナンス アクティビティをロールアウトに展開します。組織でロ

ールアウトが使用可能になると、E メール通知が送信されます。また、VMware Cloud コンソールにも通知が届き

ます。各ロールアウトには開始日と期限があります。ロールアウトのすべての SDDC を期限までに更新する必要が

あります。

メンテナンスをスケジュール設定する場合、一度に実行できるメンテナンス ワークフローは 1 つのみです。
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手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 [メンテナンス] ( ) タブをクリックします。

3 [ロールアウト] タブをクリックします。

4 スケジュール設定するロールアウトを選択します。

5 スケジュール設定する SDDC を選択し、[スケジュール] をクリックします。

期限が割り当てられるまで、SDDC を選択することはできません。

6 [日付範囲] ドロップダウン メニューで、メンテナンス アクティビティをスケジュール設定する週を選択します。

7 [使用可能な時間枠] ドロップダウン メニューで、メンテナンスの時間枠を選択します。

8 [次へ] をクリックして、スケジュール設定要求の詳細を確認します。

9 [送信] をクリックします。

結果

[ロールアウト] タブの SDDC のステータスが [スケジュール設定済み] に変わります。メンテナンスが開始される

と、ステータスが [処理中] に変わります。メンテナンス アクティビティが完了すると、ステータスが [完了] に変わ

ります。

次のステップ

メンテナンス アクティビティのスケジュールを再設定する必要がある場合は、[ロールアウト] タブに戻り、SDDC 
を選択して [スケジュール] をクリックします。次に、上述した手順に従って新しい時間枠を選択するか、メンテナン

ス アクティビティを期限にリセットするオプションを選択します。

メンテナンスの進行状況の表示

進行中のメンテナンスの状況を表示するには、VMware Cloud コンソール で SDDC カードをクリックします。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 SDDC の [メンテナンス] タブに移動します。

メンテナンスが進行中の場合、メンテナンス サマリにはメンテナンスの現在のフェーズと手順に関する情報が表

示されます。

3 メンテナンス手順の詳細を表示するには、[詳細を表示] をクリックします。

各手順で実行された操作の詳細と、手順の開始と終了の時刻を確認できます。

4 （オプション） [ローカル タイム ゾーンで時刻を表示] をクリックすると、UTC 時間ではなく、現在のローカル 

タイム ゾーンで時刻が表示されます。
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UTC 時間のローカル時間への変換

メンテナンス ウィンドウは、UTC 時間を使用してスケジュール設定されます。これをローカル時間に変換できます。

手順

u 次のいずれかの方法を使用して、UTC 時間からローカル時間を計算します。

オプション 説明

タイム ゾーン計算ツールの使用 UTC 時間をローカル時間に変換するには、https://www.timeanddate.com/
worldclock/converter.html のタイム ゾーン計算ツールを使用します。

UTC オフセットを使用したローカル時間の計

算

a ローカル タイム ゾーンの UTC 時間から、時間オフセットを決定します。https://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_UTC_time_offsets を参照してください。

b 時間オフセットを UTC 時間に追加します（24 時間表記）。

c ローカル タイム ゾーンでサマー タイムが有効になっている場合は、サマー タイムの調整

を行います。

 

SDDC メンテナンス時間の見積もり

VMware Cloud on AWS では、SDDC で常に新しい機能を使用できるように、定期的にメンテナンスが実行され

ます。

メンテナンスにかかる時間は多くの要因によって決まります。その一部を以下に示します。

n SDDC 内のクラスタの数。最大 10 個のクラスタを同時にアップグレードできます。

n SDDC 内のホストの数

n vCenter Server、ESXi ホスト、および NSX データベースに含まれるデータの量

n ホストの追加と削除に必要な時間。VDI で使用される SDDC には、ホストを更新するか削除するための追加の

時間が必要になります。

n バックアップ、更新前アクション、更新後アクションなど、複数のサービス アクションを実行するための時間。

SDDC バージョン 1.8 からバージョン 1.9 以降にアップグレードする場合は、NSX アプライアンスの構成を変

更するための追加の時間が必要になります。

n 環境またはインフラストラクチャの過渡的な状態

要因が多いことから、メンテナンス時間を正確に見積もることは困難です。ただし、履歴データに基づく以下の数値

は、SDDC の今後のメンテナンス時間の目安になります。

フェーズ 1：制御プレーンの更新

このフェーズは、管理アプライアンスのバックアップ、vCenter Server の更新、および NSX Edge の更新で構成

されます。

このフェーズは約 3 ～ 4 時間かかります。

フェーズ 2：ホストの更新

このフェーズは、SDDC 内のホストおよびホスト ネットワーク ソフトウェアのアップデートで構成されます。

次の表を使用して、フェーズ 2 の時間を見積もります。
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Process 日時 コメント

バックアップ 30 分間 アプライアンスのデータベース サイズに基づ

いています。

ホストの追加 30 分間 ホストは並行してクラスタに追加されます。

ホストの更新 ホストごとに 45 ～ 60 分間 クラスタは並行して更新されます。フェーズ 

2 の所要時間は、最大のクラスタ内のホスト数

によって異なります。

ホストの削除 60 分間 ホストは並行してクラスタから削除されます。

クラスタは一度に 10 台まで並列にアップグレードされます。クラスタ数が 10 以下の場合、全体的なアップグレー

ド時間は、SDDC 内の最大のクラスタによって決まります。クラスタ数が 10 を超える場合は、最初の 10 台のクラ

スタの中の 1 台が完了するとすぐに、追加の各クラスタがアップグレードを開始します。この場合、全体的なアップ

グレード時間は、最初の 10 台の中の最大のクラスタの所要時間に、最初の 10 台の中の 1 台が完了した後に開始さ

れた後続クラスタの完了所要時間を加えた値になります。

フェーズ 3：NSX アプライアンスの更新

このフェーズは、管理アプライアンスのバックアップと NSX アプライアンスの更新で構成されます。このフェーズ

は約 2 ～ 4 時間かかります。

SDDC の健全性を確保するための VMware の対処法

VMware のサイト信頼性エンジニア (SRE) チームは、自動化を通して、ユーザーの SDDC 環境を継続的に監視し

ています。以下で、VMware が SDDC の健全性確保を自動化するプロセスについて説明します。

仮想マシン操作

実体のない仮想マシンの自動修正

ストレージ ポリシーとして「データ冗長性なし/仮想マシンの FTT = 0」を使用すると、障害が発生した場合、

または仮想マシンが応答不能になった場合に、データが失われることがあります。障害が発生し、1 台または複

数の仮想マシンが実体をなくした場合、VMware はクリーンアップ アクションを実行します。このアクション

が行われると、E メール通知が送信されます。

vCenter Server の操作

vCenter Server のセッション数（接続数）の上限到達

多数のセッションが作成された後に、これらがクリアされなかった場合、vCenter Server にアクセスできなく

なることがあります。この問題は通常、自動化によって多数のセッションが作成された場合に発生します。この

状態になると、自動アラートが生成され、VMware は vCenter Server を再起動します。このアクションが行

われると、E メール通知が送信されます。

vCenter Server の再起動

さまざまな問題で、vCenter Server の再起動が必要になることがあります。問題によって、直ちに再起動によ

る修正が必要になる場合や、使用の継続は可能で後で再起動することにより解決する場合もあります。後で再起
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動する場合は、24 時間後に再起動されることを知らせる E メール通知が送信されます。再起動後、進行中のタ

スクおよびアプリケーション接続の再起動が必要になる場合があります。

有効期限切れの vCenter Server CA 証明書の削除

一部の製品統合では、vCenter Server に CA 証明書がインストールされます。CA 証明書の有効期限が切れて

いる場合、ホストの追加に失敗する場合があります。期限切れの CA 証明書は削除されます。

NSX の操作

管理プレーン (NSX Manager) の再起動

さまざまな問題で、NSX Manager の再起動が必要になることがあります。問題によって、直ちに再起動によ

る修正が必要になる場合や、使用の継続は可能で後で再起動することにより解決する場合もあります。NSX 
Manager が再起動している間、短時間、SDDC のネットワークとセキュリティのユーザー インターフェイス

にアクセスできなくなります。NSX Manager 再起動イベントの E メール通知は送信されません。

NSX Edge フェイルオーバー

監視システムによって NSX Edge（アクティブ）が健全でない状態に移行することが検出された場合は、ピー

ク時以外の時間帯に NSX Edge フェイルオーバーをスケジューリングします。このフェイルオーバーは、ピー

ク時にフェイルオーバーが発生する可能性を回避するためのプロアクティブな措置として実行されます。スケジ

ュール設定されたフェイルオーバーよりも前に NSX（アクティブ）Edge に問題があった場合は、自動的にフ

ェイルオーバーされます。NSX Edge フェイルオーバーのスケジュールを設定すると、E メール通知が送信さ

れます。

SDDC の操作

単一ホスト SDDC の障害

単一ホスト SDDC のスタータ構成には SLA が設定されておらず、POC（事前検証）やテストおよび開発の使

用事例に適しています。単一ホスト SDDC で障害が発生した場合、VMware は修正を実行しません。単一ホス

ト SDDC で障害が発生した場合は、E メール通知が送信されます。

SDDC のバックアップ

毎日 0900Z (9:00 UTC) および計画メンテナンス アクティビティの前にすべての SDDC をバックアップし

ます。

n バックアップ対象：vCenter Server、vSAN 構成、NSX。お客様のデータとワークロード仮想マシンはバ

ックアップしません。

n 保持されるバックアップ：最長 28 日間、最大 56 個のバックアップ。保存されるバックアップの状態：

SDDC のリージョン内の S3 で暗号化され、SDDC が削除されると削除されます。削除された SDDC を
バックアップからリカバリすることはできません。

n 管理コンポーネントのリカバリは SLA によって管理されます。VMware は、バックアップからリカバリす

るか修復するかを決定します。

NFS データストア

データストアの可用性
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vSphere ホストが 320 秒を超えて NFS データストアにアクセスできなくなった（APD (All Path Down) 
状態）場合、vSphere HA は、影響を受けるデータストアにデータが保存されていた、そのホスト上のすべて

の仮想マシンをパワーオフします。HA は、データストアに正常に接続されているホスト上の仮想マシンの再起

動を試行します。

SDDC の健全性

NFS データストアの一部の可用性が原因で実行中の仮想マシンを再配置できないために、ホストがメンテナン

ス モードに切り替わらない場合は、問題のある仮想マシンがパワーオフされます。VMware は影響を受けるワ

ークロードのリカバリを試行しますが、ストレージ アクセスがリストアされて仮想マシンが再度パワーオンされ

るまで、仮想マシンはパワーオフ状態のままです。

請求情報

VMware Cloud on AWS の請求は、VMware Cloud Services を通じて行なわれます。

請求サイクルは、組織の最初のサービスが設定された月の当該日に開始されます。たとえば、ある月の 15 日に組織

の最初のサービスを設定した場合、その月の 15 日から翌月の 14 日までが請求期間単位（請求サイクル）となりま

す。

VMware Cloud on AWS ホストの使用量は、請求期間単位で追跡されます。請求書に記載されるホストの使用量

は、該当の請求期間中のホスト全体の使用量です。

データ転送、IP アドレスの使用および再マッピングなどの「その他の使用量」の情報は、毎月 5 日に収集されます。

収集される情報は、前月末日までの使用量です。その他のタイプの場合、使用量が請求書に記載されるまでに時間差

が生じます。時間差は、請求サイクルの開始日が毎月 5 日以前か 5 日以降かで異なります。

たとえば、ユーザー A と ユーザー B の 2 人のユーザーがいるとします。ユーザー A の請求サイクルは毎月 3 日、

Bob の請求サイクルは毎月 12 日に開始します。

6 月 3 日のユーザー A の請求書には次が含まれます。

n 5 月 3 日から 6 月 2 日までのホストの使用量

n 4 月 1 日から 4 月 30 日までのその他の使用量

6 月 12 日のユーザー B の請求書には次が含まれます。

n 5 月 12 日から 6 月 11 日までのホストの使用量

n 5 月 1 日から 5 月 31 日までのその他の使用量

注：   AWS から購入した場合、価格設定と支払の詳細は VMware Cloud Services コンソールに表示されません。

料金は、AWS との契約によって決まります。詳細については、VMware Cloud on AWS の購入オプションを参

照してください。

手順

u 請求書の詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-services/services/Using-
VMware-Cloud-Services/GUID-B57490E3-1916-4214-B193-9D9E7AF3B10A.html を参照してくだ

さい。
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SDDC 管理アプライアンスのアップサイジング

SDDC を作成する際は、SDDC アプライアンス構成を中規模にするか、大規模にするかを選択できます。中規模の

アプライアンス構成を使用して SDDC を作成した後で、追加の管理クラスタ リソースが必要であることが判明した

場合に、構成を [大] にアップサイジングすることは可能です。

デフォルトでは、中規模の NSX Edge と vCenter Server Appliance とともに新しい SDDC が作成されます。

30 台以上のホストまたは 3,000 台以上の仮想マシンを含む展開や、管理クラスタ リソースがオーバー サブスクラ

イブされている可能性があるその他の状況では、大規模なアプライアンスを使用することをお勧めします。トラフィ

ック グループでマルチエッジ SDDC を構成する場合も、大規模なアプライアンスが必要です。

SDDC の [設定] タブにあるコントロールを使用すると、中規模の SDDC を大規模な SDDC にアップサイジングで

きます。この変更は永続的なものであり、元に戻すことはできません。この操作により、SDDC のダウンタイムが 1 
時間発生し、vCenter Server の再起動と NSX のフェイルオーバーが必要になります。使用可能な空きリソースが

不足している場合は、ホストが SDDC に追加されます。

注：   この操作は、ホストの追加や削除などの SDDC のメンテナンスが進行している間は実行できません。

前提条件

VMware Cloud コンソール (https://vmc.vmware.com/) に、VMware Cloud Services サービス ロール（[管
理者] または [削除が制限された管理者]）を持つユーザーとしてログインする必要があります。

手順

1 https://vmc.vmware.com で VMware Cloud コンソールにログインします。

2 SDDC のカードで [詳細表示] をクリックし、[設定] タブをクリックします。

[設定] 画面には、SDDC の設定、事前定義されたユーザー アカウント、および API と PowerCLI による 

SDDC アクセスに関する情報が表示されます。

3 [設定] タブの [SDDC] セクションにある [管理アプライアンス] 項目を展開すると、この SDDC のアプライア

ンス サイズを表示または変更できます。

アプライアンス サイズが [NSX_MEDIUM] の場合は、[アップサイジング] をクリックして、[管理アプライア

ンスのアップサイジング] ダイアログを開きます。アプライアンスを [NSX_LARGE] にアップサイジングす

るには、チェックボックスを選択し、操作の結果がどうなるかを理解していることを確認してから [アップサイ

ジング] をクリックします。

要求した操作が開始したことを伝え、進行状況を示すメッセージが表示されます。

SDDC のロールと権限

VMware Cloud on AWS により、サービス プロバイダの管理下に留まる必要がある vSphere リソースへのアク

セスは制限されます。また、新しい SDDC で作成されたデフォルト ロールを変更することも禁止されます。

サービス プロバイダ (VMware) には、組織内のすべてのユーザー、グループ、権限、ロール、インベントリ オブジ

ェクトに対するスーパー ユーザー権限が付与されます。システムのロールと権限の詳細については、「VMware 
vSphere Documentation」の vSphere での承認についてを参照してください。
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SDDC vCenter Server ロール

CloudAdmin

CloudAdmin ロールには、SDDC ワークロードと、ストレージ ポリシー、コンテンツ ライブラリ、vSphere 
タグ、リソース プールなどの関連オブジェクトを作成および管理するために必要な権限があります。このロール

で、ホスト、クラスタ、管理仮想マシンなど、VMware によってサポートおよび管理されるオブジェクトには

アクセスすることはできず、これを構成することもできません。CloudAdmin ロールで、デフォルト以外のロ

ールを作成、クローン作成、または変更することはできます。このロールに割り当てられている権限の詳細につ

いては、CloudAdmin 権限を参照してください。

CloudGlobalAdmin

CloudGlobalAdmin ロールは、SDDC の展開中に存在する必要がある内部ロールですが、展開の完了後に 

CloudAdmin によって削除されることがあります。

SDDC vCenter Server のユーザーとグループ

新しい SDDC には、単一の組織ユーザー アカウント (cloudadmin@vmc.local) が入力されます。このユーザー

は vCenter CloudAdminGroup のメンバーであり、CloudAdmin の vCenter Server ロールを持っています。

このロールには、SDDC にローカル vCenter Server ユーザーまたはグループを作成する権限はありませんが、

vCenter Single Sign-On およびハイブリッド リンク モードを構成して、シングル サインオン ユーザーが SDDC 
vCenter Server にアクセスできるようにする権限があります。『VMware Cloud on AWS データセンターの管

理』のハイブリッド リンク モードの設定を参照してください。

AWS ロール

SDDC を作成するには、必要な AWS ロールと権限を AWS アカウントに追加する必要があります。ほとんどの権

限は、SDDC が作成された後にロールから削除されます。それ以外の権限は、AWS アカウントのロールから削除さ

れずに残ります。

重要：   残った AWS ロールおよびその権限は一切変更しないでください。変更した場合、SDDC が動作不能にな

ります。

詳細については、アカウントのリンクと VMware Cloud on AWS CloudFormation テンプレートを参照してく

ださい。
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SDDC ホストおよびクラスタの管理 2
クラウド SDDC では、クラスタおよびホストの追加と削除を実行できます。ただし、変更後のクラスタとホストの

数が、構成可能な最小数および最大数に準拠している必要があります。

SDDC の作成時に作成された最初のクラスタには、Cluster-1 という名前が付けられます。追加で作成するクラスタ

には、Cluster-2、Cluster-3 のように連番が付けられます。

複数のクラスタが構成されている SDDC にホストを追加する場合、追加先のクラスタを選択できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n VMware Cloud on AWS のホスト タイプ

n クラスタの追加

n クラスタの削除

n ホストの追加

n ホストの削除

n 外部ストレージについて

n Elastic DRS について

n 自動修正について

n ポリシーおよびプロファイルの使用

n VMware Cloud on AWS の Microsoft 製品ライセンス

n クラスタでのホスト タイプの変換

VMware Cloud on AWS のホスト タイプ

VMware Cloud on AWS では、人気の高いさまざまな AWS インスタンスを SDDC ホストとして利用できます。

クラスタ内のすべてのホストは同じタイプにする必要があります。特定のリージョンまたはアベイラビリティ ゾー

ンでは一部のホスト タイプを利用できない場合があります。

VMware Cloud on AWS で利用可能なホスト タイプの詳細については、VMware Cloud Tech Zone の記事

SDDC Host Types を参照してください。
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表 2-1. VMware Cloud on AWS のホスト タイプ

ホスト タイプ

コア数（物理/
論理） RAM (GB)

ストレージ 

(TiB) *

ネットワーク パフ

ォーマンス 

(Gbps) **

[i3] (Intel Broadwell)。この汎用ホスト タイプでは、小規模から中

規模の一般的なワークロードに対してコンピューティング機能とスト

レージ機能がバランス良く提供されます。

36/36 512 10.37 25

[i3en] (Intel Cascade Lake)。このストレージが最適化されたホ

スト タイプは、大容量、高パフォーマンスのストレージを必要とする

ワークロードに最適です。

48/96 768 45.84 100

[i4i] (Intel Ice Lake)。この汎用ホスト タイプは、i3 タイプよりも

高いレベルのコンピューティング、メモリ、ストレージを提供し、よ

り大規模なエンタープライズ アプリケーションに適しています。

64/128 1024 20.46 75

* ストレージには、ホストごとの使用可能な合計容量（システムと RAID のオーバーヘッド、スラック スペースの

要件は考慮せず、圧縮と重複排除による削減効果は除外）が含まれます。実際に使用可能な容量は、これらの要因お

よびその他の要因によって異なります。

** VMware Cloud on AWS におけるネットワーク パフォーマンスは多くの要因に左右されます。ネットワーク 

パフォーマンスはギガバイト毎秒 (Gbps) で定義されるため、スループットはシステムの平均パケット処理パフォー

マンスによって制約されます。パケット サイズが大きいほどスループットが向上します。ここに示すネットワーク 

パフォーマンスの数値では、複数のフローにわたるフルサイズのパケットでジャンボ フレームが使用されていること

を前提としています。SDDC ネットワークのスループットはトラフィックの方向（SDDC 内部または SDDC と外

部エンドポイント間）によって異なり、ストレージ、管理、バックアップ、複製、ワークロードからのトラフィック

など、接続を共有する競合するトラフィックの影響を受けます。詳細については、VMware Cloud Tech Zone 
DesignletVMware Cloud on AWS Management Cluster Planning を参照してください。

クラスタの追加

クラスタは、アカウントに設定された最大数まで、クラウド SDDC に追加することができます。

追加したクラスタは、元の SDDC クラスタと同じアベイラビリティ ゾーンに作成されます。追加のクラスタを展開

する場合、クラスタ内のホストはすべて同じタイプである必要がありますが、SDDC 用に最初に作成したクラスタで

使用されていたものと同じタイプにする必要はありません。SDDC 用に作成した論理ネットワークは、すべてのクラ

スタ間で自動的に共有されます。コンピューティング リソースとストレージ リソースは、すべてのクラスタで同じ

ように構成されます。例：

n 各クラスタには、最初の SDDC クラスタに作成されたものと同じ権限が付与された Compute-
ResourcePool が含まれています。
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n 各クラスタには、最初の SDDC クラスタに作成されたものと同じ権限が付与された workloadDatastore が含

まれています。

注：   最初のクラスタには Mgmt-ResourcePool と vsanDatastore があり、すべての管理ワークロードはこの

クラスタで実行されます。すべてのクラスタに workloadDatastore があり、仮想マシン ワークロードが実行され

ます。

カスタム コア数を選択できるのは、クラスタの作成時のみで、対象はセカンダリ クラスタのみです。管理仮想マシ

ンにはすべてのコアが必要なので、カスタム コア数は Cluster-0 ではサポートしていません。

従来の 2 ホスト クラスタおよび 4 ホスト構成のストレッチ クラスタを対象とした構成とキャパシティの詳細につ

いては、VMware TechZone の記事 Entry-level Clusters on VMware Cloud on AWS を参照してください。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 クラスタを追加する SDDC で、[アクション] - [クラスタの追加] の順に選択します。

3 ホスト タイプを選択します。

使用可能なホスト タイプの詳細については、VMware Cloud on AWS のホスト タイプを参照してください。

4 クラスタ内の各ホストで有効にする CPU コアの数を指定します。

8 個の CPU のみが有効な 2 ホスト クラスタはサポートされません。 。

i3 ホストの場合、クラスタ内の各ホストでは、すべての CPU コアがデフォルトで有効になっています。コアの

一部を無効にして、コア ベースでライセンスが付与されているアプリケーションのライセンス コストを削減す

る場合は、使用可能なコアのサブセットを有効にできます。このサブセットは、クラスタ内のすべてのホストに

適用されます。各ホスト上の他のコアは無効になり、ホストの有効期間において、常に無効となります。

i3en ホストの場合、すべての CPU コアは、クラスタ内の各ホストでデフォルトでハイパースレッド化され、

論理コアとして提供されます。コアの一部を無効にして、コア ベースでライセンスが付与されているアプリケー

ションのライセンス コストを削減する場合は、使用可能なコアのサブセットを有効にできます。このサブセット

は物理コアとして提供され、クラスタ内のすべてのホストに適用されます。各ホスト上の他のコアは無効になり、

ホストの有効期間において、常に無効となります。

重要：   コア数を削減すると、ホスト上のすべてのワークロードのコンピューティング パフォーマンスに影響

し、システム パフォーマンスが低下する可能性が高まります。たとえば、vCenter Server および vSAN のオ

ーバーヘッドがさらに増加し、クラスタやホストの追加などの操作が完了するまでに時間がかかることがありま

す。

5 クラスタのホスト数を選択します。

6 [クラスタの追加] をクリックします。

結果

進行状況バーに、クラスタ作成の進行状況が表示されます。
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クラスタの削除

SDDC では、最初のクラスタ「Cluster-1」以外の任意のクラスタを削除できます。

クラスタを削除すると、クラスタ内のすべてのワークロード仮想マシンはただちに停止し、すべてのデータと設定情

報が削除されます。API とユーザー インターフェイスを使用したクラスタへのアクセスが失われます。クラスタ内

の仮想マシンに関連付けられていたパブリック IP アドレスは解放されます。

現在、複数のアベイラビリティ ゾーンのクラスタに展開された SDDC からのクラスタの削除はサポートされていま

せん。

前提条件

n 削除せずに保持するすべてのワークロード仮想マシンを SDDC 内の別のクラスタに移行します。

n 保持したいすべてのデータのコピーを作成します。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 SDDC をクリックし、[サマリ] をクリックします。

3 削除したいクラスタの、[クラスタの削除] をクリックします。

クラスタを削除する前に、この操作の影響を理解したことを確認するためのチェック ボックスをすべて選択する

必要があります。すべてのチェック ボックスを選択すると、[クラスタの削除] ボタンが有効になります。ボタン

をクリックして、クラスタを削除します。

ホストの追加

SDDC にホストを追加して、SDDC で利用可能なコンピューティングおよびストレージ容量を増加します。

アカウントに割り当てられた最大ホスト数を超えない限り、SDDC にホストを追加できます。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 SDDC をクリックし、[サマリ] をクリックします。

3 ホストを追加する場所を選択します。

n SDDC のクラスタが 1 つの場合は、SDDC から [アクション] - [ホストの追加] の順に選択します。
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n SDDC に複数のクラスタがある場合は、ホストを追加するクラスタから [アクション] - [ホストの追加] の
順に選択します。

[ホストの追加] ページが表示されます。

4 追加するホスト数を選択し、[ホストの追加] をクリックします。

ストレッチ クラスタにホストを追加する場合は、1 度に偶数台ずつホストを追加する必要があります。

結果

1 台または複数のホストが、SDDC クラスタに追加されます。

ホストの削除

SDDC クラスタ内のホストの数が vSAN ストレージ ポリシーで要求されている最小数を下回らない限り、SDDC 
からホストを削除できます。

従来の（単一 AZ）クラスタとストレッチ クラスタの両方で 2 台以上のホストが必要です。4 台または 6 台のホス

トにスケールアウトされたストレッチ クラスタをスケールインすることはできません。6 台を超えるホストを含む

ストレッチ クラスタは、スケール アウトとスケール インの両方が可能です。
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クラスタ サイズを縮小すると、ホストを削除することで発生する処理のオーバーヘッドが原因でストレージ遅延が増

加します。このオーバーヘッドの処理に要する時間は、関連するデータ量によって異なります。場合によっては、48 
時間以上かかることがありますが、1 時間程度で終わる場合もあります。クラスタ サイズの縮小（スケールイン）中

は、縮小中のクラスタがサポートするワークロード仮想マシンでのストレージ遅延が大幅に増加する場合があります。

ホストを削除すると、ホスト上で実行していた仮想マシンは SDDC クラスタ内の他のホストに退避します。ホスト

はメンテナンス モードに切り替わり、続いて削除されます。

前提条件

削除するホストからワークロード仮想マシンを退避させ、維持するのに十分な容量がクラスタにあることを確認しま

す。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 SDDC をクリックしてから [サマリ] をクリックします。

3 [アクション] - [ホストの削除] の順に選択します。

n SDDC に 1 つだけクラスタがある場合は、SDDC カードから [アクション] - [ホストの削除] の順に選択し

ます。

n SDDC に複数のクラスタがある場合は、ホストを削除するクラスタのカードから [アクション] - [ホストの

削除] の順に選択します。

4 削除するホストの数を選択します。

複数のアベイラビリティ ゾーンのクラスタからホストを削除する場合は、2 の倍数台ずつホストを削除する必要

があります。

注：   すべての vSAN ストレージ ポリシーには、ホストの最小数の要件があります。ホストの数をこの最小数

より少なくすると処理に失敗します。『VMware Cloud on AWS データセンターの管理』の vSAN ポリシー

を参照してください。 

5 [このアクションは取り消せないことを理解しました] チェック ボックスを選択します。

6 [削除] をクリックします。

この操作により、ホストの削除プロセスが開始されます。削除する予定のホストは、データの移動中に削除状態

に移行し、そのホストに対する請求は停止します。大量のデータを移動する場合は、数時間かかることがありま

す。データの移動が完了すると、ホストが vCenter Server インベントリから削除されます。

n 1 台のホストを削除すると、そのホストに対する請求は即座に停止します。

n 複数のホストを削除する場合は、vSAN ストレージ ポリシーに違反しないように、ホストは一度に 1 台ず

つキューに格納されて削除されます。ホストに対する請求は、削除のためにキューに格納されている間も続

行されます。キューに格納された各ホストが削除されると、VMware Cloud on AWS では、キュー内の

次のホストを削除しても vSAN ストレージ ポリシーに違反しないかどうかが確認されます。このチェック

に失敗した場合、ホストは削除されず、請求が続行されます。それ以外の場合は、ホストが削除されます。
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外部ストレージについて

VMware Cloud コンソールの [ストレージ] タブを使用して、ユーザー管理のストレージを SDDC クラスタに追加

します。

VMware Cloud コンソールの [ストレージ] タブには、NFS などのマウント可能なストレージ（ファイル システ

ム）の追加、削除、再構成に必要なツールが用意されています。

注：   VMware Cloud on AWS では、SDDC バージョン 1.20 以降の外部ストレージをサポートします。SDDC 
のアップグレードの詳細については、アップグレード スケジュール設定要求の送信を参照してください。

NFS データストア

VMware Cloud on AWS 内では NFS データストアがサポートされるため、SDDC 内のコンピューティングとス

トレージに対しては、独立したユーザー管理のスケーリングが提供されます。このデータ ストレージには、仮想マシ

ン、仮想ディスク、コンテンツ ライブラリ、ISO、および類似のオブジェクトを格納できます。ユーザーは、SDDC 
管理コンソールから次に示す任意の VMware Cloud on AWS 認定 NFS ストレージ ターゲットを接続できます。

n Amazon FSx for NetApp ONTAP

n VMware Cloud Flex Storage

データストアは vSphere クラスタに関連付けられており、vSphere クラスタに接続されます。

制限事項

SIOC (Storage I/O Control) は、VMware Cloud on AWS データストアでの使用がサポートされていない

ため、自動的に無効になります。

NFS データストアをサポートしない統合サービス

n VMware Cloud Disaster Recovery

n VMware Site Recovery

n Tanzu サービス

クラスタへの外部ストレージの追加

SDDC の [ストレージ] タブを使用して、クラスタに外部ストレージを追加します。

VMware Cloud on AWS では、SDDC バージョン 1.20 以降の外部ストレージをサポートします。既存の SDDC 
に対するアップグレードを依頼するには、VMware のサポートまたはカスタマー サクセス マネージャにお問い合わ

せください。

注：   外部ストレージをストレッチ クラスタに接続することはできません。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。
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2 VMware Cloud コンソールで、SDDC の [ストレージ] タブを開きます。[データストアの接続] をクリックし

て、必要な値を入力します。

[外部ストレージ] カードには、SDDC 内の各クラスタの行を含むテーブルが表示されます。クラスタの行を展

開して、接続されているデータストアを表示するか、新しいデータストアを接続します。

[クラスタ] クラスタを選択します。他のクラスタがない場合は、Cluster-1 が事

前に選択されています。

[データストア] [新規データストアの接続] を選択します。

n [NFS サーバ アドレス]

n [エクスポート]

n [ストレージ ベンダー]

NFS データストアのみ。『外部ストレージとしての Amazon FSx 
for NetApp ONTAP の構成』を参照してください

[データストア名] データストアに名前を付けます。データストア名は、SDDC 内で一

意である必要があります。

[データストアの接続] をクリックして、データストアをクラスタに接続します。

クラスタからの外部ストレージの削除

SDDC の [ストレージ] タブを使用して、クラスタから外部ストレージを削除します。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 外部ストレージを削除するデータストアを選択します。

外部ストレージを削除する SDDC のカードで、[ストレージ] タブを開き、データストアを選択します。クラス

タ名の左側にある縦方向の省略記号ボタンをクリックして、[データストアの接続解除] を選択します。

3 [データストアの接続解除] 画面で、接続解除するデータストアを選択して、[データストアの接続解除] をクリッ

クします。

データストアの接続解除には数分かかります。削除が完了すると、成功を示すメッセージが表示されます。

Elastic DRS について

Elastic DRS では、クラスタの使用率を高く維持しつつ、最適な CPU、メモリ、ストレージのパフォーマンスを確

保するためにプロビジョニングされるホスト数が最適に保たれるアルゴリズムが採用されています。

Elastic DRS は、SDDC の現在の需要を監視し、クラスタのスケールインまたはスケールアウトのいずれかを推奨

するアルゴリズムを適用します。スケール アウトの推奨の場合、意志決定エンジンは、クラスタに新しいホストをプ

ロビジョニングすることで対応します。スケール インの推奨の場合、最も使用率の低いホストをクラスタから削除す

ることで対応します。

注：   VMware Cloud on AWS で Elastic DRS を無効にすることはできません。VMware では SDDC の可用

性を確保するために、使用可能なすべてのポリシーで Elastic DRS のしきい値を事前に構成しています。Elastic 
DRS ポリシーの選択にリストされている Elastic DRS ポリシーの 1 つが常にアクティブになります。
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Elastic DRS は単一ホストのスタータ SDDC では使用できません。Elastic DRS では、単一 AZ SDDC に 3 台以

上のホスト、マルチ AZ SDDC に 6 台以上のホストが必要です。

Elastic DRS アルゴリズムによってスケールアウトが開始されると、すべての組織ユーザーが VMC コンソールと 

E メールで通知を受け取ります。

Elastic DRS アルゴリズムの仕組み

Elastic DRS アルゴリズムは、クラスタ内のリソース使用率の推移を監視します。このアルゴリズムは使用率の急上

昇とランダム性を考慮しつつ、クラスタ内のスケールアウトまたはスケールインの推奨を行い、アラートを生成しま

す。このアラートは、新しいホストをプロビジョニングするかクラスタからホストを削除するという形で、ただちに

処理されます。

アルゴリズムは 5 分ごとに実行され、次のパラメータが使用されます。

n アルゴリズムによってスケールアップまたはスケールダウンする際に使用される、ホストの台数の最小値と最大

値。

n コストやパフォーマンスのためにホストの割り当てを最適化するために使用される、CPU、メモリ、ストレージ

の使用率のしきい値。Elastic DRS ポリシーの選択画面に一覧表示されているこれらのしきい値は、各 DRS ポ
リシー タイプで事前に定義されており、ユーザーが変更することはできません。

スケール アウト推奨

スケール アウト推奨は、CPU、メモリ、ストレージのいずれかの使用率が一貫してしきい値を超えている場合に生

成されます。たとえば、ストレージ使用率が上限しきい値を超えると、メモリと CPU の使用率がそれぞれのしきい

値よりも低いままでもスケールアウト推奨が生成されます。クラスタのスケール アウトの開始、完了、または失敗を

示すために、vCenter Server イベントがポストされます。

スケール イン推奨

スケール イン推奨は、CPU、メモリ、ストレージのすべての使用率が一貫してしきい値を下回っている場合に生成

されます。クラスタ内のホストの台数が指定された最小値に達していると、スケール イン推奨は発生しません。クラ

スタのスケール イン処理の開始、完了、または失敗を示すために、vCenter Server イベントがポストされます。

注：   クラスタ サイズを縮小すると、ホストを削除することで発生する処理のオーバーヘッドが原因でストレージ遅

延が増加します。このオーバーヘッドの処理に要する時間は、関連するデータ量によって異なります。場合によって

は、48 時間以上かかることがありますが、1 時間程度で終わる場合もあります。クラスタ サイズの縮小（スケール

イン）中は、縮小中のクラスタがサポートするワークロード仮想マシンでのストレージ遅延が大幅に増加する場合が

あります。 

複数のアベイラビリティ ゾーン クラスタのスケーリング

Elastic DRS が複数のアベイラビリティ ゾーン クラスタのスケール インまたはスケールアウト イベントを生成す

ると、両方のアベイラビリティ ゾーンでホストが削除または追加されます。
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複数のアベイラビリティ ゾーン クラスタでホスト障害が発生すると、Autoscaler は元のアベイラビリティ ゾーン

でホストの置き換えを試行します。アベイラビリティ ゾーン全体または一部の障害が原因でこの処理を実行できな

い場合、Elastic DRS は残りのアベイラビリティ ゾーン内のクラスタをスケール アウトします。クラスタが元のホ

スト数に達するまで、請求可能でないホストが残りのアベイラビリティ ゾーンに追加されます。このスケール アウ

トは使用可能なキャパシティに依存し、保証されるものではありません。障害が発生したアベイラビリティ ゾーンが

リストアされると、Elastic DRS はクラスタをスケール インして追加ホストを削除します。

2 つの推奨の間の遅延

頻繁に生成されるイベントの処理を回避するため、および処理されたばかりのイベントによる変更が落ち着くまでの

時間をクラスタで確保するために、アルゴリズムには安全性の確認が含まれます。イベントとイベントの間には、次

の時間が適用されます。

n 2 つの連続したスケールアウト イベントの間には 30 分の遅延。

n クラスタのスケールアウト後のスケールイン イベントの処理には 3 時間の遅延。

推奨とその他の処理との相互作用

以下の処理では、Elastic DRS 推奨との間で相互作用が発生する可能性があります。

n ユーザーによるホストの追加または削除。

Elastic DRS が有効になっている場合、原則としてクラスタのホストを追加したり削除したりする必要はありま

せん。これらの処理を開始することはできますが、ある時点で Elastic DRS による推奨によって元に戻される

可能性があります。

ユーザーによるホストの追加または削除処理を開始し、それが進行中の間、Elastic DRS アルゴリズムによる最

新の推奨は無視されます。ユーザーが開始した処理が完了すると、アルゴリズムはリソース使用率の変化と現在

選択されているポリシーに基づいて、スケール インまたはスケール アウト処理を推奨する可能性があります。

Elastic DRS による推奨が適用されているときにホストの追加または削除処理を開始すると、同時更新の例外が

示されてホストの追加または削除処理が失敗する可能性があります。

n 計画されたメンテナンス処理

計画されたメンテナンス処理は、特定のホストを新しいホストに置き換える必要があることを意味します。計画

されたメンテナンス処理の進行中は、Elastic DRS アルゴリズムによる最新の推奨は無視されます。計画された

メンテナンスが完了すると、アルゴリズムが再実行され、新しい推奨が適用されます。計画されたメンテナンス 

イベントが開始されたときに、そのクラスタに対して Elastic DRS による推奨が適用されていると、計画され

たメンテナンス タスクはキューに格納されます。Elastic DRS による推奨タスクが完了すると、計画されたメ

ンテナンス タスクが開始されます。

n 自動修正

自動修正中に、障害が発生したホストは新しいホストに置き換えられ、置き換えられたホストにホスト タグが適

用されます。自動修正の進行中は、Elastic DRS アルゴリズムによる最新の推奨は無視されます。自動修正が完

了すると、アルゴリズムが再実行され、新しい推奨が適用されます。自動修正イベントが開始されたときに、そ

のクラスタに対して Elastic DRS による推奨が適用されていると、自動修正タスクはキューに格納されます。

Elastic DRS による推奨タスクが完了すると、自動修正タスクが開始されます。

n SDDC のメンテナンス ウィンドウ
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SDDC でメンテナンスが行われているか今後 6 時間以内に行われる場合は、Elastic DRS による推奨は無視さ

れます。

Elastic DRS ポリシーの選択

ワークロードに対する要求を最適化するために、クラスタに対して Elastic DRS ポリシーを設定します。

新しい SDDC でストレージの使用率が 80% に達した場合、または AWS アベイラビリティ ゾーンに障害が発生し

た場合、Elastic DRS は [Elastic DRS ベースライン] ポリシーを使用してホストを追加します。ワークロード仮想

マシンのサポートを強化する別のポリシーがある場合は、このポリシーを選択できます。どのポリシーでも、クラス

タがいずれかのリソースの上限しきい値に到達した場合は、スケールアウトがトリガーされます。スケールインは、

すべての下限しきい値に到達した後にのみトリガーされます。EDRS のスケールアウトとスケールインのロジック

の詳細については、Elastic DRS アルゴリズムの仕組みを参照してください。

注：   2 ホストの SDDC およびホスト数が 6 台未満のストレッチ クラスタでは、[Elastic DRS ベースライン] ポ
リシーのみが使用可能です。

次のポリシーを使用できます。

パフォーマンスを最大にするための最適化

スケールイン時、このポリシーは、デマンドの急増に伴うパフォーマンスの低下を回避するためにホストを段階

的に削除します。このポリシーには、次のしきい値があります。

リソース 上限しきい値 下限しきい値

CPU 90% の使用率 50% の使用率

メモリ 80% の使用率 50% の使用率

ストレージ 80% の使用率 20% の使用率

コストを最小にするための最適化

スケールイン時、このポリシーは、ホスト数を実用的な最小値に維持すると同時に、ベースラインのパフォーマ

ンスを維持するためにホストを迅速に削除します。このポリシーには、次のしきい値があります。

リソース 上限しきい値 下限しきい値

CPU 90% の使用率 60% の使用率

メモリ 80% の使用率 60% の使用率

ストレージ 80% の使用率 20% の使用率

高速スケールアウトのための最適化
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このポリシーでは、メモリや CPU に必要な場合は、一度に複数のホストが追加され、ストレージに必要な場合

は、ホストが 1 台ずつ追加されます。デフォルトでは、ホストは一度に 2 台追加されますが、SDDC バージョ

ン 1.14 から、ディザスタ リカバリや同様の使用状況で短時間に拡張する必要がある場合、さらに多くの台数を

指定できます。このポリシーを使用すると、追加したホスト数に応じてスケール アウト時間が増加し、多くの台

数の場合（ホスト 12 台）、構成によっては最長 40 分かかることがあります。これらのホストが不要になった場

合は、手動で削除する必要があります。このポリシーには、次のしきい値があります。

リソース 上限しきい値 下限しきい値

CPU 80% の使用率 0% の使用率（スケールインなし）

メモリ 80% の使用率 0% の使用率（スケールインなし）

ストレージ 80% の使用率 0% の使用率（スケールインなし）

Elastic DRS は、次の 2 つの変数に基づきます。

最小クラスタ サイズ

EDRS のスケーリングを許可する最小ホスト数。最小クラスタ サイズに達すると、EDRS はスケールイン処理

を実行できませんが、組織の最小ホスト数に達するまでは、ホストを手動で削除できます。

最大クラスタ サイズ

EDRS のスケーリングを許可する最大ホスト数。最大クラスタ サイズに達すると、EDRS はスケールアウト処

理を実行できませんが、組織の最大ホスト数に達するまでは、ホストを手動で追加できます。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 [インベントリ] - [SDDC] の順にクリックし、SDDC カードを選択して [詳細表示] をクリックします。

3 SDDC またはクラスタのカードで [アクション] をクリックし、[EDRS 設定の編集] を選択します。

4 使用する Elastic DRS ポリシーを選択します。

[Elastic DRS ベースライン ] ポリシーにパラメータはありません。その他のポリシーについては、[最小クラス

タ サイズ] に 2 以上を指定し、[最大クラスタ サイズ] に予想されるワークロード リソース使用量と一貫性のあ

る値を指定します。[最大クラスタ サイズ] は、CPU とメモリに適用されます。ストレージ容量を維持し、デー

タの永続性を保証するため、サービスでは [最大クラスタ サイズ] で指定した値を超える数のホストを追加でき

ます。

5 [保存] をクリックします。

自動修正について

VMware Cloud on AWS Autoscaler サービスでは、SDDC インフラストラクチャの健全性を監視し、初期の障

害と実際の障害を検出して、障害が発生する前または後にホストを置き換えることでインフラストラクチャを自動的

に修正します。
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AWS インフラストラクチャは信頼性に優れていますが、最も信頼性の高いインフラストラクチャであっても障害は

避けられません。AWS アーキテクチャ フレームワークの信頼性ピラーでは、クラウドの信頼性に関する設計原則を

取り上げています。VMware Cloud on AWS では、基盤となるインフラストラクチャを抽象化し、vCenter 
Server と ESXi の予期される障害の分析機能を活用することで、これらの原則を拡張し、障害が発生した場合のリ

アクティブな修正および障害によるワークロードへの影響を防ぐことができる予測的な修正を提供します。

自動修正プロセスの大部分はバックグラウンドで実行され、既存のワークロードに影響を与えることなく実行されま

す。自動修正では、システムの健全性を監視し、必要に応じて SDDC にハードウェアを迅速に追加できます。これ

により、障害の発生時や、健全性の問題が検出された場合に新しいホストをクラスタに挿入し、障害が発生しそうな

ハードウェアまたは障害が発生したハードウェアからワークロード仮想マシンを退避させることができます。また、

すべての VMware Cloud on AWS SDDC は VMware vSAN と vSphere HA を使用するため、ホスト障害の

影響を受けるワークロードは自動的に再配置され、再起動されます。

注：   自動修正または予定メンテナンスに使用される追加ホストの料金が請求されることはありません。

自動修正のハイレベル アーキテクチャ

自動修正のアーキテクチャには、AWS と VMware の両方から提供されるコンポーネントが含まれます。

n AWS は VMware のホストレベルの情報を送信します。中でも重要なのは、AWS 予定メンテナンス イベント

です。これらの通知は、Autoscaler サービスが受信して、SDDC 内の問題を自動的に修正します。

n SDDC レベルの監視サービスは、基盤となる VMware Cloud on AWS コンポーネントから通知を受け取り

ます。

詳細については、VMware Cloud Tech Zone の記事 Feature Brief: Auto Remediation を参照してください。
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サービス

AWS 
ホスト 
イベント

AutoScaler サービス

• ホストの健全性
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• ...
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AWS
Lambda
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リアクティブな修正

リアクティブな自動修正では、ハードウェアとソフトウェアの障害を監視し、いくつかの方法で問題の修正を試みま

す。自動修正は内部プロセスであり、常に進化しています。VMware Cloud on AWS ユーザーは、ワークフロー

またはその構成にアクセスできませんが、理解を深めるために、現在必要な手順の概要をここで示します。

1：監視

VMware Cloud on AWS では、SDDC 内のすべてのホストの健全性を継続的に監視します。障害が検出され

ると、自動修正にイベントが送信されます。

2：一時的なイベントの待機

検出される障害の一部は一時的なものです。たとえば、一時的な接続の問題のために、監視システムがホストに

アクセスできない場合などです。自動修正は、問題が一時的なものかどうかを判断するために 5 分間待機しま

す。一時的な問題の場合、自動修正はアクションを実行せずに戻ります。

3：ホストの追加

5 分後もエラーが解決しない場合、自動修正によって SDDC に対するホストの追加が開始します。この方法で

ホストをあらかじめ追加しておくと、必要に応じてホストを使用できるようになります。SDDC 内の障害のある

ホストがこのホストに置き換えられるまで、このホストは請求対象になりません。

4：障害タイプの特定とアクションの実行

ホストの障害はさまざまな理由で発生し、さまざまなアクションが必要になる場合があります。たとえば、

vCenter Server に引き続き接続された状態のホストで発生する vSAN ディスク障害は、ソフト リブートで解

消できますが、PSOD ホストにはハード リブートが必要です。

5：ホストの健全性の確認

次の手順では、修正アクションでホストの問題が修正されたかどうかを確認します。障害発生ホストの状態が、

ソフト リブートまたはハード リブート後に健全になった場合、自動修正では、SDDC のそれ以上の中断は行わ

れません。自動修正では、その他の必要なアクションを収集して実行し、手順 3 であらかじめ追加しておいた新

しいホストを削除します。

6：ホストの置き換え

障害発生ホストを回復できない場合、障害発生ホストは Autoscaler によって削除され、手順 3 で追加したホ

ストに置き換えられます。vSphere HA と vSAN がトリガされ、コンピューティング ポリシー タグが新しい

ホストに添付されます。

プリエンプティブな修正

Autoscaler では、リアクティブな修正に加えて、いくつかの独立したフィードを監視して、障害の発生前の特定を

試みます。ホストでハードウェア障害が発生する可能性が高いとサービスが判断した場合、無停止のプリエンプティ

ブな予定メンテナンス イベントがトリガされます。予定メンテナンスが完了する前にホストで障害が発生する可能

性はありますが、ホストの交換をあらかじめ開始しておくことで、影響は最小限に抑えられます。予定メンテナンス

中の動作は次のとおりです。

1 新しいホストがクラスタに追加されます。
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2 障害が発生したホストがメンテナンス モードになります。すべてのデータが退避されます。これにより、仮想マ

シンや vSAN データがクラスタ内の他のホストに無停止で移動されます。

3 障害が発生したホストがクラスタから削除されます。

Autoscaler イベント

Autoscaler サービスが障害イベントを受信すると、障害タイプを判断して適切なアクションを実行します。SDDC 
アクティビティ ログには Autoscaler のアクティビティが含まれますが、アクティビティをトリガした障害イベン

トは表示されません。

vCenter Server のイベント

n ホストの接続状態を確認するイベントがトリガされます

n イベントは、ESXi ホストが切断されるか、応答しない場合にトリガされます。

DAS イベント

n vSphere HA イベント： マスター ノードとの通信がない場合や、HA がダウンしている場合にイベントが

作成されます。(FDM)

n ホストがダウンすると、HA システムはホスト障害を報告します。

vSAN 個のイベント

n ホストでディスク障害が発生したとき。

n vSAN ホストが切断されたとき。

EDRS イベント (非障害)

アップグレード：EDRS が無効になります。メンテナンス アクティビティでは、多くの場合、追加のホストが

必要です。このホストはメンテナンス イベントの一部として追加されます。予定メンテナンス中は、メンテナン

ス アクティビティでスケールイン/アウト イベントがトリガされるのを防ぐため、EDRS は無効になります。

AWS イベント

n 予定メンテナンス イベント。インスタンスの健全性の問題が検出され、インスタンスを退避させる必要があ

ることを示す AWS からの通知です。

n Personal Health Dashboard (PHD)。さまざまなハードウェア コンポーネントに関する判断材料を提

供し、VMware がハードウェア障害を事前に検出できるようにするイベント ストリームです。

n システムのステータス チェック。インスタンスが依存する AWS システムの健全性を監視します。このチ

ェックでは、AWS でのみ修正できる問題が報告されます。多くの場合、これらの問題は一時的なものであ

り、アクションは必要ありません。

n インスタンスのステータス チェック。各インスタンスのソフトウェアとネットワークの構成を監視します。

このチェックでは、NIC に ARP 要求を定期的に発行して、インスタンスの可用性を監視します。EC2 レ
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イヤーでのインスタンスの可用性に関するレポートに加えて、インスタンスのステータス チェックでは、基

盤となるハードウェアの使用率を監視し、ネットワークの問題、メモリの枯渇、ファイル システムの破損、

カーネル エラーなどを報告します。システムのステータス チェックとは異なり、インスタンスのステータ

ス チェックでは、解決のために VMware による操作が必要です。

SDDC イベント

vCenter Server ホストの健全性。

ポリシーおよびプロファイルの使用

CloudAdmin ユーザーは、ワークロード仮想マシンの配置を制御するポリシーおよびプロファイルを SDDC 内に

確立できます。

コンピューティング ポリシーの作成と管理

コンピューティング ポリシーを使用すると、vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS) が、リソース 

プール内のホストに仮想マシンをどのように配置するかを指定できます。コンピューティング ポリシーの作成およ

び削除には、vSphere Client コンピューティング ポリシー エディタを使用します。

コンピューティング ポリシーは、作成または削除することはできますが、変更はできません。ポリシーの定義で使用

されているカテゴリ タグを削除すると、ポリシーも削除されます。システムでは、ポリシーの競合はチェックされま

せん。たとえば、複数の仮想マシンが同じ仮想マシンとホスト間のアフィニティ ポリシーの対象になっており、仮想

マシン間の非アフィニティ ポリシーの対象でもある場合、DRS は両方のポリシーに準拠するように仮想マシンを配

置することはできません。

注：   VMware Cloud on AWS の SDDC のアフィニティ ポリシーは、オンプレミスで作成できる vSphere DRS 
のアフィニティ ルールとは異なります。いずれのポリシーの使用方法もほぼ同じですが、運用面で大きな違いがあり

ます。コンピューティング ポリシーは、1 つの SDDC 内のすべてのホストに適用され、通常は、DRS の「しなけれ

ばならない」ポリシーと同じ方法で適用することはできません。ポリシーの作成および削除のページで、各ポリシー 

タイプの運用に関する詳細が説明されています。 

コンプライアンスの監視

vSphere クライアントで仮想マシンのサマリ ページを開いて、仮想マシンに適用するコンピューティング ポリシー

と、各ポリシーとのコンプライアンスの状態を表示します。

仮想マシンとホスト間のアフィニティ ポリシーの作成または削除

仮想マシンとホスト間のアフィニティ ポリシーとは、ある仮想マシンのカテゴリと、あるホストのカテゴリ間の関係

を示すものです。

仮想マシンとホスト間のアフィニティ ポリシーは、ホストベースのライセンス付与で、特定のアプリケーションを実

行するためライセンスを付与されたホストに、該当のアプリケーションを実行する仮想マシンを配置する場合に使用

できます。また、ワークロード固有の設定を持つ仮想マシンを、特定の特性を持つホスト上に配置する場合にも役立

ちます。
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仮想マシンとホスト間のアフィニティ ポリシーは、仮想マシンのカテゴリとホストのカテゴリ間でアフィニティ関係

を確立します。ポリシーの作成後、SDDC の配置エンジンによって、ポリシーが適用されるカテゴリの仮想マシン

が、ポリシーが適用されるカテゴリのホストに展開されます。

ホストまたはクラスタのアップグレードをブロックしないようにするため、仮想マシンとホスト間のアフィニティ ポ
リシーにはいくつかの制約があります。

n ポリシーを利用して、ホストがメンテナンス モードにならないようにすることはできません。ホストをメンテナ

ンス モードに切り替える必要がある場合、ホストとアフィニティの関係にある仮想マシンはクラスタ内の別のホ

ストに自動的に移行されます。メンテナンスが完了してホストが使用可能になると、戻されます。

n HA 向けに構成されているホストによるフェイルオーバーの実行をポリシーが阻止することはできません。障害

が発生したホストとアフィニティの関係にある仮想マシンは、クラスタ内の別のホストに移行できます。

n 仮想マシンのパワーオンをポリシーが阻止することはできません。ホストのアフィニティ ポリシーの対象とな

る仮想マシンが、どのホストでも対応できないリソース予約を指定した場合、この仮想マシンは、任意の使用可

能なホストでパワーオンされます。

これらの制約は、準拠したホストが利用可能になるとすぐに解除されます。

前提条件

この操作は、CloudAdmin ロールを持つユーザーに限定されます。

手順

1 仮想マシンとホストの間のアフィニティ ポリシーに仮想マシンを追加するには、カテゴリを作成し、タグ付けを

行います。

カテゴリには一般的な特性を説明した名前を付けます。たとえば、メンバーとしてタグ付けする仮想マシンのラ

イセンス要件などをカテゴリ名にします。

2 仮想マシンとホストの間のアフィニティ ポリシーをホストに追加するには、カテゴリを作成してホストにタグ付

けを行います。

既存のタグやカテゴリを使用したり、特定のニーズに合わせて新規作成することもできます。タグの作成と使用

の詳細については、vSphere のタグおよび属性 を参照してください。

3 仮想マシンとホストの間のアフィニティ ポリシーに追加する仮想マシンとホストにタグを付けます。

4 仮想マシンとホスト間のアフィニティ ポリシーを作成します。

a SDDC で、[vCenter Server を開く] をクリックします。

b vSphere Client のホームで、[ポリシーおよびプロファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリ

ックします。

c [追加] をクリックして、[新しいコンピューティング ポリシー] ウィザードを開きます。

d ポリシーの [名前] を入力し、[ポリシー タイプ] ドロップダウン コントロールから [仮想マシンとホスト間

のアフィニティ] を選択します。

ポリシーの [名前] は、SDDC 内で一意である必要があります。
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e ポリシーの [説明] を入力し、[仮想マシン タグ] と、[ホスト タグ] ドロップダウン コントロールを使用し

て、ポリシーを適用する [カテゴリ] と [タグ] を選択します。

ウィザードでタグの [カテゴリ] を選択すると、カテゴリに関連付けられた仮想マシン タグが複数ある場合

を除いて、仮想マシン タグの値が自動入力されます。

注：   ストレッチ クラスタでは、各ホストは [アベイラビリティ ゾーン] タグで自動的にタグ付けされます。

アベイラビリティ ゾーン (AZ) 内のすべてのホストに同じタグが割り当てられるため、これらのタグを使用

して、特定のアベイラビリティ ゾーン タグを持つクラスタ内の任意のホストと仮想マシン間のアフィニテ

ィを確立できます。 

コンピューティング ポリシーは仮想マシン ストレージの場所に影響を与えないため、仮想マシンが展開さ

れている AZ 内に仮想マシン ストレージのコピーを配置するように仮想マシン ストレージ ポリシーで指

定してください。コンピューティング ポリシーは、仮想マシンとの間のネットワーク パスには影響しませ

ん。そのため、仮想マシンが展開されている AZ とは異なる AZ を通過する場合があります。

f [作成] をクリックして、ポリシーを作成します。

5 （オプション） コンピューティング ポリシーを削除するには、vSphere Client を開き、[ポリシーおよびプロ

ファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリックして、各ポリシーをカードとして表示します。[削
除] をクリックしてポリシーを削除します。

仮想マシンとホスト間の非アフィニティ ポリシーの作成または削除

仮想マシンとホスト間の非アフィニティ ポリシーとは、ある仮想マシンのカテゴリと、あるホストのカテゴリ間の関

係を示すものです。

仮想マシンとホスト間の非アフィニティ ポリシーは、GPU やその他のデバイスなどの特定のホスト要件や、IOPS 
制御などの機能を持つ仮想マシンを、これらの要件がサポートされないホストに配置しないようにする場合に役立ち

ます。ポリシーの作成後、SDDC の配置エンジンによって、ポリシーが適用される仮想マシンが、ポリシーが適用さ

れるホストに導入されることが回避されます。

ホストまたはクラスタのアップグレードをブロックしないようにするため、仮想マシンとホスト間の非アフィニティ 

ポリシーにはいくつかの制約があります。

n ポリシーを利用して、ホストがメンテナンス モードにならないようにすることはできません。

n HA 向けに構成されているホストによるフェイルオーバーの実行をポリシーが阻止することはできません。障害

が発生したホストと非アフィニティの関係にある仮想マシンは、クラスタ内の別のホストに移行できます。

n 仮想マシンのパワーオンをポリシーが阻止することはできません。仮想マシンとホスト間の非アフィニティ ポ
リシーの対象となる仮想マシンが、どのホストでも対応できないリソース予約を指定した場合、この仮想マシン

は、任意の使用可能なホストでパワーオンされます。

これらの制約は、準拠したホストが利用可能になるとすぐに解除されます。

前提条件

この操作は、CloudAdmin ロールを持つユーザーに限定されます。
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手順

1 仮想マシンとホスト間の非アフィニティ ポリシーに仮想マシンを追加するには、カテゴリを作成し、タグ付けを

行います。

カテゴリには、メンバーとしてタグ付けする仮想マシンの一般的な特性を説明した名前を付けます。

2 仮想マシンとホスト間の非アフィニティ ポリシーにホストを追加するには、カテゴリを作成し、タグ付けを行い

ます。

既存のタグやカテゴリを使用したり、特定のニーズに合わせて新規作成することもできます。タグの作成と使用

の詳細については、vSphere のタグおよび属性 を参照してください。

3 仮想マシンとホスト間の非アフィニティ ポリシーに追加する仮想マシンとホストにタグを付けます。

4 仮想マシンとホスト間の非アフィニティ ポリシーを作成します。

a SDDC で、[vCenter Server を開く] をクリックします。

b vSphere Client で、[ポリシーとプロファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリックします。

c [追加] をクリックして、[新しいコンピューティング ポリシー] ウィザードを開きます。

d ポリシーの [名前] を入力し、[ポリシー タイプ] ドロップダウン コントロールから [仮想マシンとホスト間

の非アフィニティ] を選択します。

ポリシーの [名前] は、SDDC 内で一意である必要があります。

e ポリシーの [説明] を入力し、[仮想マシン タグ] と、[ホスト タグ] ドロップダウン コントロールを使用し

て、ポリシーを適用する [カテゴリ] と [タグ] を選択します。

ウィザードでタグの [カテゴリ] を選択すると、カテゴリに関連付けられた仮想マシン タグが複数ある場合

を除いて、仮想マシン タグの値が自動入力されます。

注：   ストレッチ クラスタでは、各ホストは [アベイラビリティ ゾーン] タグで自動的にタグ付けされます。

アベイラビリティ ゾーン内のすべてのホストに同じタグが割り当てられるため、これらのタグを使用して、

特定のアベイラビリティ ゾーン タグを持つクラスタ内の任意のホストと仮想マシン間の非アフィニティを

確立できます。 

f [作成] をクリックして、ポリシーを作成します。

5 （オプション） コンピューティング ポリシーを削除するには、vSphere Client を開き、[ポリシーおよびプロ

ファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリックして、各ポリシーをカードとして表示します。[削
除] をクリックしてポリシーを削除します。

仮想マシン間のアフィニティ ポリシーの作成または削除

仮想マシン間のアフィニティ ポリシーでは、仮想マシンの 1 つのカテゴリのメンバーの関係が記述されます。

仮想マシン間のアフィニティ ポリシーは、カテゴリ内で複数の仮想マシンがデータ参照の局所性からメリットを得ら

れる場合、または同じホスト上の配置により監査が簡素化できる場合に役立ちます。

仮想マシン間のアフィニティ ポリシーは、指定されたカテゴリ内の仮想マシン間のアフィニティ関係を確立します。

このポリシーを作成すると、Software-Defined Data Center (SDDC) の配置エンジンは、同じホスト上のポリシ

ーでカバーされるカテゴリのすべての仮想マシンを展開しようと試みます。
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前提条件

この操作は、CloudAdmin ロールを持つユーザーに限定されます。

手順

1 仮想マシン間のアフィニティ ポリシーの対象にする仮想マシンのグループごとに、カテゴリを作成し、タグ付け

を行います。

既存のタグやカテゴリを使用したり、特定のニーズに合わせて新規作成することもできます。タグの作成と使用

の詳細については、vSphere のタグおよび属性 を参照してください。

2 各グループに追加する仮想マシンにタグを付けます。

3 仮想マシン間のアフィニティ ポリシーを作成します。

a SDDC で、[vCenter Server を開く] をクリックします。

b vSphere Client で、[ポリシーとプロファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリックします。

c [追加] をクリックして、[新しいコンピューティング ポリシー] ウィザードを開きます。

d ポリシーの [名前] を入力し、[ポリシー タイプ] ドロップダウン コントロールから [仮想マシン間のアフィ

ニティ] を選択します。

ポリシーの [名前] は、SDDC 内で一意である必要があります。

e ポリシーの [説明] を入力し、[仮想マシン タグ] ドロップダウン コントロールを使用して、ポリシーを適用

する [カテゴリ] と [タグ] を選択します。

ウィザードでタグの [カテゴリ] を選択すると、カテゴリに関連付けられた仮想マシン タグが複数ある場合

を除いて、仮想マシン タグの値が自動入力されます。

f [作成] をクリックして、ポリシーを作成します。

4 （オプション） コンピューティング ポリシーを削除するには、vSphere Client を開き、[ポリシーおよびプロ

ファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリックして、各ポリシーをカードとして表示します。ポリ

シー カードの削除をクリックし、ポリシーを削除します。

仮想マシン間の非アフィニティ ポリシーの作成または削除

仮想マシン間の非アフィニティ ポリシーでは、仮想マシンの 1 つのカテゴリ内での関係が記述されます。

仮想マシン間の非アフィニティ ポリシーは、同じカテゴリの仮想マシンを同じホストに配置することを回避します。

このタイプのポリシーは、重要度の高いワークロードを実行する仮想マシンを別のホストに配置して、1 台のホスト

の障害がそのカテゴリの他の仮想マシンに影響しないようにする場合に役立ちます。このポリシーを作成すると、

Software-Defined Data Center (SDDC) の配置エンジンは、このカテゴリの仮想マシンを別のホストに展開しよ

うと試みます。

仮想マシン間の非アフィニティ ポリシーを適用すると、次に示すようないくつかの要素が影響する可能性がありま

す。

n SDDC 内にあるホスト数よりも多くの仮想マシンにポリシーが適用される場合、またはポリシーを満たすホスト

に仮想マシンを配置することが不可能な場合、DRS は任意の適切なホストに仮想マシンを配置しようとします。
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n プロビジョニング操作でターゲット ホストを指定すると、ポリシーに違反していてもその指定が優先されます。

DRS はその後の修正サイクルで、準拠したホストに仮想マシンを移動しようと試行します。

前提条件

この操作は、CloudAdmin ロールを持つユーザーに限定されます。

手順

1 仮想マシン間の非アフィニティ ポリシーの対象にする仮想マシンのグループごとに、カテゴリを作成し、タグ付

けを行います。

既存のタグやカテゴリを使用したり、特定のニーズに合わせて新規作成することもできます。タグの作成と使用

の詳細については、vSphere のタグおよび属性 を参照してください。

2 各グループに追加する仮想マシンにタグを付けます。

3 仮想マシン間の非アフィニティ ポリシーを作成します。

a SDDC で、[vCenter Server を開く] をクリックします。

b vSphere Client で、[ポリシーとプロファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリックします。

c [追加] をクリックして、[新しいコンピューティング ポリシー] ウィザードを開きます。

d ポリシーの [名前] を入力し、[ポリシー タイプ] ドロップダウン コントロールから [仮想マシン間の非アフ

ィニティ] を選択します。

ポリシーの [名前] は、SDDC 内で一意である必要があります。

e ポリシーの [説明] を入力し、[仮想マシン タグ] ドロップダウン コントロールを使用して、ポリシーを適用

する [カテゴリ] と [タグ] を選択します。

ウィザードでタグの [カテゴリ] を選択すると、カテゴリに関連付けられた仮想マシン タグが複数ある場合

を除いて、仮想マシン タグの値が自動入力されます。

f [作成] をクリックして、ポリシーを作成します。

4 （オプション） コンピューティング ポリシーを削除するには、vSphere Client を開き、[ポリシーおよびプロ

ファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリックして、各ポリシーをカードとして表示します。[削
除] をクリックしてポリシーを削除します。

DRS vMotion の無効化ポリシーの作成または削除

DisableDRSvMotion ポリシーが仮想マシンに適用されると、現在のホストに障害が発生するか、メンテナンス モ
ードに切り替わらない限り、DRS で仮想マシンを別のホストに移行できなくなります。

このタイプのポリシーは、アプリケーションを実行する仮想マシンでアプリケーションがローカル ホストにリソース

を作成し、そのリソースをローカルに維持することを想定している場合に役立ちます。ロード バランシングのため、

または予約要件を満たすために DRS によって仮想マシンが別のホストに移動されると、アプリケーションで作成さ

れたリソースが取り残され、参照の局所性が侵害されてパフォーマンスが低下する可能性があります。

DRS vMotion の無効化ポリシーは、タグ付けされた仮想マシンがパワーオンされると有効になり、ホストが使用可

能である限り、そのホストで仮想マシンを保持するよう試みます。このポリシーは、仮想マシンがパワーオンされる

ホストの選択には影響しません。
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前提条件

この操作は、CloudAdmin ロールを持つユーザーに限定されます。

手順

1 DisableDRSvMotion ポリシーの対象にする仮想マシンのグループごとに、カテゴリを作成し、タグ付けを行

います。

2 各グループに追加する仮想マシンにタグを付けます。

既存のタグやカテゴリを使用したり、特定のニーズに合わせて新規作成することもできます。タグの作成と使用

の詳細については、vSphere のタグおよび属性 を参照してください。

3 DRS vMotion の無効化ポリシーの作成

a SDDC で、[vCenter Server を開く] をクリックします。

b vSphere Client で、[ポリシーとプロファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリックします。

c [追加] をクリックして、[新しいコンピューティング ポリシー] ウィザードを開きます。

d ポリシーの [名前] を入力し、[ポリシー タイプ] ドロップダウン コントロールから [DRS vMotion の無効

化] を選択します。

ポリシーの [名前] は、SDDC 内で一意である必要があります。

e ポリシーの [説明] を入力し、[仮想マシン タグ] ドロップダウン コントロールを使用して、ポリシーを適用

する仮想マシン カテゴリを選択します。

ウィザードでタグ カテゴリを選択すると、カテゴリに関連付けられた仮想マシン タグが複数ある場合を除

いて、仮想マシン タグの値が自動入力されます。

f [作成] をクリックして、ポリシーを作成します。

4 （オプション） コンピューティング ポリシーを削除するには、vSphere Client を開き、[ポリシーおよびプロ

ファイル] - [コンピューティング ポリシー] の順にクリックして、各ポリシーをカードとして表示します。[削
除] をクリックしてポリシーを削除します。

VMware Cloud on AWS の Microsoft 製品ライセンス

VMware Cloud on AWS のワークロードとして実行されている Microsoft 製品のライセンス供与にはさまざま

なオプションがあります。既存のライセンスを使用することも、VMware を使用して新しいライセンスを購入して 

VMware Cloud on AWS で使用することもできます。

既存の Windows ライセンスを VMware Cloud on AWS に適用

Microsoft ソフトウェアをすでに購入しており、ライセンスの資格が付与されている場合は、自分のライセンス 

(BYOL) を VMware Cloud on AWS に提供します。自分のライセンスを使用すると、次のことが可能になりま

す。

n すでに購入済みの無期限ライセンスを使用しながら、クラウドの効率性を活用できます。

n ハードウェアの追加コストを必要とすることなく、ソフトウェアのライフサイクルを延長できます。
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n 既存の仮想マシン イメージを使用することで、クラウドへの移行を迅速に実行できます。

独自のライセンスを VMware Cloud on AWS で使用するための要件は、これらのライセンスに関連付けられてい

る Microsoft ソフトウェア アシュアランスとライセンス モビリティのメリットがあるかどうか、およびこれらのラ

イセンスが取得された時期によって異なります。

n ソフトウェア アシュアランスがない場合は、2019 年 10 月 1 日より前に購入した製品のライセンスを移行する

か、または、2019 年 10 月 1 日より前に有効だったエンタープライズ登録の一部で調整として追加された製品

のライセンスを移行することができます。これらのライセンスは、2019 年 10 月 1 日より前のバージョンへの

アップグレードのみが可能です。詳細については、AWS と Microsoft に関するよくある質問を参照してくだ

さい。

注：   このシナリオは、特に Windows Server ライセンスに適用されます。Windows Server にはライセン

ス モビリティが提供されていないため、2019 年 10 月 1 日以降に購入した Windows Server ライセンスを移

行することはできません。

n ソフトウェア アシュアランスを利用している場合は、Microsoft のライセンス モビリティ機能を使用して、多

くの Microsoft ライセンスを VMware Cloud on AWS に移行することができます。ライセンス モビリティ

の詳細については、ライセンス モビリティを参照してください。

VMware からの Windows Server および SQL Server ライセンスのサブス
クライブ

VMware Cloud on AWS で使用するために、Windows Server および SQL Server のライセンスをサブスクラ

イブすることができます。ライセンスには次の条件があります。

n クラスタ内のすべてのホストに提供されます。クラスタ内のすべてのホストにライセンスを付与する必要があり

ます。VMware から購入したライセンスと BYOL ライセンスを同じクラスタ内で混在させることはできませ

ん。

n 請求は、請求サイクル中にクラスタに展開されたホストの最大数に基づいて行われます。メンテナンスまたは修

正ホストに対しては課金は行われません。

n 課金は、ライセンスを選択すると開始されます。ライセンスの削除を選択すると、全請求期間に対して課金され

ます。

n ライセンスを選択した後は、ライセンス供与されたホストに適用可能な仮想マシンを無制限に展開できます。

ライセンス モビリティ

Microsoft SQL Server などの対象となる Microsoft Server アプリケーションが、既存のライセンスを使用して 

VMware Cloud on AWS に展開されている場合があります。
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これにより、Microsoft ソフトウェアの追加のライセンス料金を支払うことなく、ワークロードを VMware Cloud 
on AWS の SDDC に容易に移行できます。有効なマイクロソフト ソフトウェア アシュアランス (SA) 契約の対象

となるサーバ アプリケーションを保有するマイクロソフト ボリューム ライセンスのお客様は、2019 年 10 月 1 日以

降に取得したライセンスを移行できます。ライセンス モビリティにより、既存の SA ユーザーの移行が簡素化される

ほか、無期限ライセンスの購入が機能として提供され、クラウドの効率性を引き続き活用することができます。

注：   2019 年 10 月 1 日より前に購入されたライセンスは、ソフトウェア アシュアランス (SA) またはその他の手

順の有無にかかわらず移行できます。

サインアップの方法

ソフトウェア アシュアランスを通じてライセンスを使用しているすべてのお客様は、Microsoft のライセンス検証

プロセスを完了する必要があります。これにより、Microsoft は、有効なソフトウェア アシュアランスのある使用

可能なライセンスを保有していることを確認します。検証プロセスの開始方法やその他の詳細を確認するには、

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/software-assurance-license-
mobility.aspx を参照してください。

展開から 10 日以内に、ボリューム ライセンス ドキュメントの検索 Web サイトで入手できるライセンスの検証フ

ォームに記入し、Microsoft の担当者またはリセラー パートナーに提供することで、フォームを Microsoft に提出

できます。提出後、Microsoft がお客様の資格を確認し、お客様と、選択した承認済みのモビリティ パートナーに

通知を送信します。

ライセンス モビリティの適格性

ライセンス モビリティの対象となるには、次の条件を満たす必要があります。

n VMware Cloud on AWS に移行されたすべての Microsoft Server 製品は、Microsoft が http://
www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx に規定するソフトウェア ア
シュアランス プログラムを通して Microsoft ライセンス モビリティによって資格が付与されている必要があ

ります。

n サーバ アプリケーションは、Microsoft が http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/
product-licensing.aspx で公開している対象製品のリストに記載されている必要があります。このリストに

は、次の製品が含まれます。

n Exchange Server

n SharePoint Server

n SQL Server Standard Edition

n SQL Server Enterprise Edition

n SQL Server Business Intelligence Edition

n Skype for Business Server

n System Center Server

n Dynamics CRM Server

n Dynamics AX Server

n Project Server
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n Visual Studio Team Foundation Server

n BizTalk Server

n Forefront Identity Manager

n Forefront Unified Access Gateway

n Remote Desktop Services

注：   次の製品は、ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティの対象にはなりません。

n Microsoft Server Windows オペレーティング システム製品

n Microsoft Windows クライアント オペレーティング システム製品

n デスクトップ アプリケーション製品（Microsoft Office など）

VMC コンソールからのライセンス オプションの選択

VMware Cloud コンソール から Windows Server と SQL Server のライセンスを有効にできます。

ライセンスが有効になり、クラスタ内のすべてのホストに課金されます。VMware から提供された Microsoft ライ

センスと BYOL ライセンスを同じクラスタ内で混在させることはできません。

リセラーを介して VMware Cloud on AWS サービスを購入している場合、これらのライセンス オプションを有効

にするには、リセラー がソフトウェア サービス リセラー向けの補遺に署名している必要があります。

Microsoft Server ライセンスの価格の詳細については、営業担当者またはリセラーにお問い合わせください。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 Microsoft サーバ ライセンスを編集します。

n SDDC に 1 つのクラスタがある場合は、SDDC カードの下部にある [Microsoft サーバ ライセンスの編

集] をクリックします。

n SDDC に複数のクラスタがある場合、クラスタ カードの下部にある [アクション] - [Microsoft サーバ ラ
イセンスの編集] をクリックします。

3 購入するライセンスを選択します。

ライセンスを選択するとすぐに課金が開始されます。課金の詳細については、VMware からの Windows 
Server および SQL Server ライセンスのサブスクライブを参照してください。

4 ユーザーが、関連するライセンスの権利および条件を満たしていると Microsoft から認定された教育機関に所

属している場合は、[Microsoft 認定教育機関] を選択します。

Microsoft 製品のアカデミック ライセンスの詳細については、教育機関向けプログラムを参照するか、

Microsoft のライセンス担当者にお問い合わせください。クラスタのアカデミック ライセンスを有効にした後

は、通常のライセンス条項に戻せません。

5 チェックボックスを選択して、ライセンスの価格設定と請求条件を理解していることを確認します。

6 [保存] をクリックします。
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Microsoft Server インスタンスの展開

SDDC クラスタに対してライセンスが付与されると、サーバ インスタンスの展開では、事前にパッケージ化された 

VMware 仮想マシンからの展開、VMware 管理コンテンツ ライブラリからの展開、VMware Cloud on AWS 上
の展開環境の既存のインスタンスをインポートして展開のいずれかを選択できます。

事前パッケージ済みの仮想マシンから Microsoft Server インスタンスを展開する

VMware では、展開の準備が完了した事前パッケージ済みの仮想マシンのセットを提供しています。

VMware は、キュレートによる Microsoft ソフトウェア リポジトリを以下の OVF で提供しています。

n Windows Server 2019 Datacenter

n Windows Server 2016 Datacenter

n Windows Server Datacenter （製品の半期チャネル リリースを提供）

n Windows Server 2019 Datacenter with SQL Server 2019 Enterprise

OVA では、次の SQL Server 機能が事前に構成されています。

n データベース エンジン サービス

n クライアント ツールの接続

n クライアント ツールの後方互換性

SQL Server サービスは次のように構成されます。

n SQL サービス エージェント：自動

n SQL Server データベース エンジン：自動

n SQL Server Browser：手動

デフォルトの SQL Server インスタンスには、次の構成が適用されていました。

n 「ボリューム管理ツールの実行を許可する」が有効になっている

n サーバの最小メモリ：0 MB

n サーバの最大メモリ：5,940 MB

n 認証モード：「Windows 認証」

n SQ サーバ管理者ロール：「BUILTIN\Administrators (Administrators)」

注：   インストールされているインスタンスに機能を追加する必要がある場合は、同じコンテンツ ライブラリで提供

されている SQL Server の ISO イメージを使用します。ISO イメージの使用方法の詳細については、Microsoft 
ISO を使用した仮想マシンの作成を参照してください。

注：   Windows ファイアウォールは、すべての VMware 提供の OVA で有効になっています。

OVF パッケージには、次の構成があります。

n ハードウェア互換性：ESXi 7.0 以降（ハードウェアバージョン 17）。
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n 4 個の CPU

n 8 GB のメモリ

n ネットワーク アダプタ：VMXNET3

n VMware 準仮想化 vSCSI (PVSCSI) コントローラに接続された単一の 90 GB VMDK

注：   VMware キュレートの Microsoft ソフトウェア リポジトリへのアクセスは、VMware Cloud on AWS で
使用する Microsoft バイナリを展開する場合にのみ使用してください。

手順

1 次の URL にアクセスして、サブスクライブ済みコンテンツ ライブラリを作成し、VMware のキュレートによ

る Microsoft ソフトウェア リポジトリにサブスクライブします：https://vmc-microsoft-templates.s3-
us-west-2.amazonaws.com/Images/lib.json

コンテンツ ライブラリを作成するための詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-
vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-2A0F1C13-7336-45CE-
B211-610D39A6E1F4.html を参照してください。

2 目的の OVF を環境に展開します。

コンテンツ ライブラリからの OVF の展開の詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-
vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/
GUID-3C02B3FC-5DE6-48AA-9AD3-7F0D1C7EC4B6.html を参照してください。

3 vCPU の追加、ディスクの追加、ネットワーク設定の変更など、仮想マシンに必要な変更を加えます。

仮想マシンの構成の詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/
com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-4AB8C63C-61EA-4202-8158-
D9903E04A0ED.html を参照してください。

4 VMware Cloud コンソール を使用してコンピューティング ゲートウェイ ファイアウォールを構成し、インタ

ーネットへの送信方向の HTTP および HTTPS アクセスを許可します。

これは、Windows Server イメージの初回アクティベーションに必要です。ファイアウォールの構成の詳細に

ついては、https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-
aws-networking-security/GUID-A5114A98-C885-4244-809B-151068D6A7D7.html を参照してく

ださい。

5 仮想マシンをパワーオンします。

6 会社のセキュリティ ポリシーに従って仮想マシンを保護するために、Windows Server のパスワードを設定し

ます。

7 （オプション） 仮想マシンを再利用できるようにテンプレートに変換します。

テンプレートからクローン作成された仮想マシンの再アクティベーションが必要になる場合があります。
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次のステップ

n 最新のパッチとセキュリティ アップデートを使用して、仮想マシンを更新します。VMware は Microsoft 製
品の最新バージョンを提供しますが、製品が安全な環境で実行されるように、最新のメンテナンス アップデート

およびセキュリティ パッチを適用する必要があります。SDDC にインポートするバイナリを更新する場合は、

エンタープライズの推奨事項に従ってください。

n ファイアウォール ルールを更新します。アクティベーションおよびパッチの更新プロセスでは、仮想マシンがイ

ンターネットにアクセスできる必要があります。アクティベーション後にこれらのファイアウォール ルールを

変更する必要があるかどうかについては、エンタープライズのガイドラインを参照してください。

Microsoft ISO を使用した仮想マシンの作成

VMware は、Windows Server マシンの展開に使用できる ISO イメージへのアクセスも提供します。

VMware は、キュレートによる Microsoft ソフトウェア リポジトリを以下の ISO で提供しています。

n Windows Server 2019 Datacenter

n Windows Server 2019 Language Pack

n Windows Server 2016 Datacenter

n Windows Server Datacenter （製品の半期チャネル リリースを提供）

n SQL Server 2019 Enterprise。この ISO は、SQL Server インスタンスに機能を追加する必要がある場合に

使用します。

注：   VMware キュレートの Microsoft ソフトウェア リポジトリへのアクセスは、VMware Cloud on AWS で
使用する Microsoft バイナリを展開する場合にのみ使用してください。

手順

1 次の URL にアクセスして、サブスクライブ済みコンテンツ ライブラリを作成し、VMware のキュレートによ

る Microsoft ソフトウェア リポジトリにサブスクライブします：https://vmc-microsoft-templates.s3-
us-west-2.amazonaws.com/Images/lib.json

コンテンツ ライブラリを作成するための詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-
vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-2A0F1C13-7336-45CE-
B211-610D39A6E1F4.html を参照してください。

2 仮想マシンを作成します。

仮想マシンの作成の詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/
com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-AE8AFBF1-75D1-4172-988C-378C35C9FAF2.html
を参照してください。

3 ISO イメージからゲスト OS およびその他のソフトウェアをインストールします。

英語の ISO に加えて、次に示す 3 つの異なる言語の ISO イメージを使用できます。

n 中国語：https://vmc-microsoft-templates.s3.us-west-2.amazonaws.com/
Images_NonEnglish/chinese/lib.json
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n 日本語：https://vmc-microsoft-templates.s3.us-west-2.amazonaws.com/
Images_NonEnglish/japanese/lib.json

n フランス語：https://vmc-microsoft-templates.s3.us-west-2.amazonaws.com/
Images_NonEnglish/french/lib.json

コンテンツ ライブラリは、関連する言語の以下のバージョンのソフトウェアで更新されます。

n Windows Server 2019 Datacenter

n Windows Server 2019 Language Pack

n Windows Server 2016 Datacenter

n Windows Server 2016 Language Pack

n SQL Server 2019 Enterprise。この ISO は、SQL Server インスタンスに機能を追加する必要がある場

合に使用します。

ISO イメージからのソフトウェアのインストールの詳細については、https://docs.vmware.com/jp/
VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-55FC02D4-F5B3-4357-
BB6B-78240B7F16BA.html を参照してください。

4 仮想マシンに VMware Tools をインストールします。

5 アクティベーション スクリプトを仮想マシンにコピーします。

アクティベーション スクリプトを含む ISO イメージは、サブスクライブ済みのコンテンツ ライブラリにありま

す。

a vSphere Client で、サブスクライブ済みのコンテンツ ライブラリに移動し、[その他のタイプ] をクリック

します。

b コンテンツ ライブラリの Windows_Activation_Script ISO に仮想マシンの CD/DVD ドライブ

を接続します。

コンテンツ ライブラリの ISO ファイルを仮想マシンに接続する方法の詳細については、https://
docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-
BE1C18D2-8FF0-4F41-AA35-A4BA71D62EB4.html を参照してください。

c Activation.ps1 スクリプト ファイルを仮想マシンのローカル ディスクにコピーします。

6 vCPU の追加、ディスクの追加、ネットワーク設定の変更など、仮想マシンに必要な変更を加えます。

仮想マシンの構成の詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/
com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-4AB8C63C-61EA-4202-8158-
D9903E04A0ED.html を参照してください。

7 VMware Cloud コンソール を使用してコンピューティング ゲートウェイ ファイアウォールを構成し、インタ

ーネットへの送信方向の HTTP および HTTPS アクセスを許可します。

これは、Windows Server イメージの初回アクティベーションに必要です。ファイアウォールの構成の詳細に

ついては、https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-
aws-networking-security/GUID-A5114A98-C885-4244-809B-151068D6A7D7.html を参照してく

ださい。
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8 仮想マシンをパワーオンします。

9 アクティベーション スクリプトを実行します。

a ゲスト OS で、コマンド ウィンドウを開き、Activation.ps1 スクリプトをコピーしたディレクトリに

変更します。

b powershell Activation.ps1 と入力して、Enter キーを押します。

10 会社のセキュリティ ポリシーに従って仮想マシンを保護するために、Windows Server のパスワードを設定し

ます。

次のステップ

n 最新のパッチとセキュリティ アップデートを使用して、仮想マシンを更新します。VMware は Microsoft 製
品の最新バージョンを提供しますが、製品が安全な環境で実行されるように、最新のメンテナンス アップデート

およびセキュリティ パッチを適用する必要があります。SDDC にインポートするバイナリを更新する場合は、

エンタープライズの推奨事項に従ってください。

n ファイアウォール ルールを更新します。アクティベーションおよびパッチの更新プロセスでは、仮想マシンがイ

ンターネットにアクセスできる必要があります。アクティベーション後にこれらのファイアウォール ルールを

変更する必要があるかどうかについては、エンタープライズのガイドラインを参照してください。

VMware Cloud on AWS への Windows Server 仮想マシンのインポート

Windows Server を実行している既存の仮想マシンを VMware Cloud on AWS にインポートできます。

仮想マシンをインポートする場合は、BYOL または VMware 提供のライセンスを使用して、Microsoft のワーク

ロードに対してライセンスが使用可能であることを確認する必要があります。

手順

1 Windows 仮想マシンを VMware Cloud on AWS にインポートします。

コールド移行、vMotion による移行、HCX による移行、または作成したコンテンツ ライブラリ テンプレート

からのクローン作成など、さまざまな方法を使用できます。

2 Windows Server インスタンスのアクティベーション ステータスを維持するには、次のいずれかを実行しま

す。

n Windows Server 仮想マシンのアクティベーションまたは再アクティベーションの説明に従って、

VMware 提供のアクティベーション スクリプトを使用します。

n エンタープライズの管理対象 KMS サーバへのネットワーク接続を維持するか、または別のソリューション

を使用して、ワークロードのアクティベーション ステータスを更新して維持します。

n VMware Cloud on AWS SDDC に KMS をインストールして維持します。

Windows Server 仮想マシンのアクティベーションまたは再アクティベーショ
ン

VMware によって提供されるアクティベーション スクリプトを使用して、VMware Cloud on AWS SDDC のラ

イセンスが付与された Windows Server 仮想マシンを VMware 提供のライセンスでアクティベーションまたは

再アクティベーションすることができます。
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Windows Server 仮想マシンの BIOS UUID またはディスク ID を変更する操作により、仮想マシンでアクティベ

ーションが必要になります。これらの操作には、以下が含まれます。

n 仮想マシンのクローン作成

n 仮想マシンのテンプレートへの変換

手順

1 次の URL にアクセスして、サブスクライブ済みコンテンツ ライブラリを作成し、VMware のキュレートによ

る Microsoft ソフトウェア リポジトリにサブスクライブします：https://vmc-microsoft-templates.s3-
us-west-2.amazonaws.com/Images/lib.json

コンテンツ ライブラリを作成するための詳細については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-
vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-2A0F1C13-7336-45CE-
B211-610D39A6E1F4.html を参照してください。

2 アクティベーション スクリプトを仮想マシンにコピーします。

アクティベーション スクリプトを含む ISO イメージは、サブスクライブ済みのコンテンツ ライブラリにありま

す。

a vSphere Client で、サブスクライブ済みのコンテンツ ライブラリに移動し、[その他のタイプ] をクリック

します。

b コンテンツ ライブラリの Windows_Activation_Script ISO に仮想マシンの CD/DVD ドライブ

を接続します。

コンテンツ ライブラリの ISO ファイルを仮想マシンに接続する方法の詳細については、https://
docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-
BE1C18D2-8FF0-4F41-AA35-A4BA71D62EB4.html を参照してください。

c Activation.ps1 スクリプト ファイルを仮想マシンのローカル ディスクにコピーします。

3 VMware Cloud コンソール を使用してコンピューティング ゲートウェイ ファイアウォールを構成し、インタ

ーネットへの送信方向の HTTP および HTTPS アクセスを許可します。

これは、Windows Server イメージの初回アクティベーションに必要です。ファイアウォールの構成の詳細に

ついては、https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-
aws-networking-security/GUID-A5114A98-C885-4244-809B-151068D6A7D7.html を参照してく

ださい。

4 アクティベーション スクリプトを実行します。

a ゲスト OS で、コマンド ウィンドウを開き、Activation.ps1 スクリプトをコピーしたディレクトリに

変更します。

b powershell Activation.ps1 と入力して、Enter キーを押します。
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次のステップ

n 最新のパッチとセキュリティ アップデートを使用して、仮想マシンを更新します。VMware は Microsoft 製
品の最新バージョンを提供しますが、製品が安全な環境で実行されるように、最新のメンテナンス アップデート

およびセキュリティ パッチを適用する必要があります。SDDC にインポートするバイナリを更新する場合は、

エンタープライズの推奨事項に従ってください。

n ファイアウォール ルールを更新します。アクティベーションおよびパッチの更新プロセスでは、仮想マシンがイ

ンターネットにアクセスできる必要があります。アクティベーション後にこれらのファイアウォール ルールを

変更する必要があるかどうかについては、エンタープライズのガイドラインを参照してください。

クラスタでのホスト タイプの変換

選択した元のホスト タイプがニーズを満たさなくなった場合は、新しいホスト タイプを使用するようにクラスタを

変換するオプションがあります。

現時点で使用できる変換は次のとおりです。

n i3 ホストを含むクラスタを i3en ホストまたは i4i ホストに変換できます。

n i3en ホストを含むクラスタを i4i ホストに変換できます。

クラスタ変換のスケジュールを設定するには、VMware 担当者に連絡してください。変換の時間帯がスケジュール

設定されます。後で変換の時間帯を承認する手順があります。

クラスタ変換のスケジュール設定時、開始時、完了時に通知が送信されます。これらの通知を確実に受信できるよう

にするために、donotreply@vmware.com がメールの許可リストに追加されていることを確認します。

クラスタ変換プロセス

クラスタ変換がスケジュール設定された日時の 3 日前に、VMware はクラスタ上で事前チェックを実行し、変換の

準備ができていることを確認します。

変換中に EDRS スケールインはオフになっているため、プロセスを妨げることはありません。ターゲット ホスト タ
イプの 2 台のホストがクラスタに追加されます。NSX Edge 仮想マシンは、これらの 2 台の新しいホストに移行さ

れます。その後、ワークロード仮想マシンがいずれかの元のホストから移行され、クラスタから削除されます。すべ

ての元のホストが削除され、クラスタが完全に変換されるまで、元のホストの削除とターゲット ホストの追加が繰り

返されます。次に EDRS スケールインが再度有効になります。クラスタの使用率に応じ、最終的なターゲット ホス

トの数は起動したホストの数と異なる場合があります。

ターゲット クラスタの最終的なホストの推定数は、次の要素で決まります。

n 開始 VSAN クラスタの現在の使用済みキャパシティ。

n 開始クラスタのホスト数。

n 開始クラスタの領域節約効率。

n ターゲット ホスト インスタンスのストレージのキャパシティ層で使用可能なキャパシティ。

n vSAN の運用とオーバーヘッドに 20% の余裕が必要です。
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n ターゲット クラスタに必要な推定フォルト ドメイン。現在、以上の見積もりでは、仮想マシンのストレージ ポ
リシーは考慮せず、必要なフォルト ドメインはクラスタ サイズのみで見積もっています。つまり、ホストが 7 
台以下のすべてのクラスタでは、ターゲット クラスタのホスト数はソース クラスタと同数になります。

この見積もり値は、最も可能性の高い推測値です。最終的には、クラスタの状態によって結果が異なる場合がありま

す。変換後、リソース使用量とクラスタに適用される EDRS ポリシーに従って、EDRS によってクラスタがスケー

ル インまたはスケール アウトされる場合があります。クラスタのサイズは、変換完了後に手動で変更することもで

きます。

クラスタの変換が完了するまでに数時間かかることがあります。VMware では、クラスタの変換前に、バックアッ

プの実行を推奨しています。

クラスタの変換が操作に与える影響

変換プロセスでは、ワークロード仮想マシンや管理アプライアンスのダウンタイムは発生しません。クラスタの変換

中に次の操作を実行することはできません。

n ホストの削除

n EDRS ポリシー設定の編集

クラスタの変換中に、変換されているクラスタに対して次のアクションを実行しないでください。

n 変換されているクラスタとの間で、ワークロードのホット移行またはコールド移行を実行しないでください。

n ワークロード プロビジョニング（新規/仮想マシンのクローン作成）を実行しないでください。

n ワークロード仮想マシンのストレージ ベースのポリシー管理設定を変更しないでください。

n 変換の時間帯と重複する可能性がある場合、HCX の移行開始を避けてください。

n 変換中のクラスタでは、次の DRaaS アクティビティは実行しないでください。

n サイトのペアリングの作成または破棄

n リカバリ プランの実行

n 計画された移行

n フェイルオーバーまたはクリーンアップをテストします

n 実際のフェイルオーバー

n 再保護

n レプリケーション管理操作（レプリケーションの構成や停止など）

n 変換中のクラスタのホストを追加または削除しないようにします。

コンピューティング ポリシー タグは、クラスタ変換中にはコピーされません。変換完了後に、ホスト ポリシー タグ

を添付する必要があります。
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クラスタの変換と課金

クラスタの変換プロセスの実行中、クラスタでは複数のホスト タイプが混在します。ただし、変換プロセス中に請求

が変更されることはありません。このときに追加されたすべての新しいホストは、請求対象外です。変換が完了する

と、ホストは新しいホスト タイプに基づいて、新しいホスト タイプの価格で請求の対象になります。

クラスタのホスト タイプを変換しても、購入した期間契約は変換されません。たとえば、i3 期間契約を購入し、後

から i3en ホストを使用するようにそのクラスタを変換した場合は、新しい i3en 期間契約を購入するか、i3en ホス

トに対してオンデマンド料金で課金するかを選択できます。いずれの場合も、i3 期間契約の支払いは継続されます。
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統合サービスの使用 3
VMware Cloud コンソールにログインして SDDC の [統合サービス] タブをクリックすると、使用可能な 

VMware 統合サービスのカードが表示されます。サービスを有効化またはサブスクライブして、SDDC で使用でき

るようにします。

この章には、次のトピックが含まれています。

n vRealize Log Insight Cloud サービスの使用

n vRealize Automation Cloud サービスの使用

n VMware Carbon Black Workload の使用

n NSX Advanced Firewall サービスの使用

vRealize Log Insight Cloud サービスの使用

vRealize Log Insight Cloud は、SDDC で生成されたログを収集して分析します。

vRealize Log Insight Cloud サービスの評価版は、新しい SDDC ではデフォルトで有効になっています。評価期

間は、組織内のユーザーが vRealize Log Insight Cloud サービスを有効にすることで開始します。有効期間は 30 
日です。評価期間が終了したら、このサービスをサブスクライブして継続利用するか、追加料金なしでサービス機能

のサブセットを使用するかを選択できます。vRealize Log Insight Cloud の使用方法の詳細については、

vRealize Log Insight Cloud のドキュメントを参照してください。

SDDC 監査ログイベント

vRealize Log Insight Cloud は、次のルールに一致する SDDC イベントを監査データとして分類します。

ESXi 監査イベント

"text=(esx AND audit)"
"text =(hostd AND vmsvc AND vm AND snapshot)"
"text =(vim.event.HostConnectionLostEvent)"

vCenter Server 監査イベント

"text = (vpxd AND event AND vim AND NOT originator)"
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NSX 監査イベント

"text = (nsx AND audit AND true AND comp AND reqid)"

NSX ファイアウォールおよびパケット ログ イベント

"text = (nsx AND firewall AND inet)"
"text = (firewall_pktlog AND inet)"

ユーザー制御のアクティビティ イベント

log_type Contains Activity

VMC 通知ゲートウェイ イベント

log_type Contains Notification

VMware Site Recovery イベント

text contains vmware-dr 
AND 
text doesnot contain vmware-dr-audit

VMware Cloud Services の監査イベント

log_type Contains csp-audit

vRealize Automation Cloud サービスの使用

vRealize Automation Cloud サービスを使用すると、VMware Cloud on AWS のクラウド自動化のクイック 

セットアップを有効にして、ソース SDDC に基づいてポピュレートされた VMware Cloud on AWS クラウド環

境のオンボーディングと確認を行うことができます。

VMware Cloud on AWS での vRealize Automation の使用方法については、「VMware vRealize 
Automation Cloud 製品ドキュメント」の VMware Cloud on AWS のクラウド自動化のクイック セットアップ

を参照してください。

VMware Carbon Black Workload の使用

VMware Carbon Black Workload は、セキュリティ チームとインフラストラクチャ チームがワークロードの脆

弱性を識別して、攻撃の防止、検出、対応を行うのに役立ちます。

VMware Carbon Black Workload™ は、VMware Cloud で実行されているワークロードを保護し、攻撃され

る範囲を縮小して、セキュリティ体制を強化することに特化した高度な保護を実現しながら、IT チームとセキュリテ

ィ チームの運用を簡素化します。

詳細については、VMware Cloud on AWS 用の VMware Carbon Black Workload を参照してください。
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NSX Advanced Firewall サービスの使用

NSX Advanced Firewall サービスによって、SDDC で高度な NSX セキュリティ機能を使用できます。

VMware Cloud on AWS 用の NSX Advanced Firewall により、SDDC は次のような高度な NSX アプリケー

ション セキュリティ機能にアクセスできます。

n NSX レイヤー 7 コンテキスト プロファイル

n NSX 分散 IDS/IPS

n NSX Identity Firewall

SDDC で NSX Advanced Firewall サービスを有効にするには、[統合サービス] タブを開き、[NSX Advanced 
Firewall] カードで [有効化] をクリックします。サービスが有効になると、SDDC の [ネットワークとセキュリテ

ィ] タブで NSX の高度なセキュリティ機能を使用できるようになります。新機能の使用方法の詳細、および不要に

なったサービスを無効にする詳しい手順については、『VMware Cloud on AWS Networking and Security』ガ

イドの NSX Advanced Firewall 機能についてを参照してください。
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SDDC へのテンプレート、ISO、およ
びその他のコンテンツの転送 4
SDDC では、さまざまな .vmtx テンプレート、OVF および OVA テンプレート、ISO イメージ、スクリプト、

およびその他のコンテンツを使用できます。

コンテンツ タイプ SDDC への転送方法

.vmtx テンプレート n Content Onboarding Assistant を使用して、テンプレートを 

SDDC に転送します。

n オンプレミスのコンテンツ ライブラリの OVF テンプレートにテ

ンプレートをクローン作成し、SDDC からコンテンツ ライブラリ

を購読します。

OVF テンプレート n オンプレミスのコンテンツ ライブラリにテンプレートを追加し、

SDDC からコンテンツ ライブラリを購読します。

n SDDC にローカル コンテンツ ライブラリを作成し、OVF テンプ

レートをアップロードします。

n vSphere Client で、クライアント マシンから SDDC に直接 

OVF テンプレートを展開します。[Compute-ResourcePool] 
リソース プールを右クリックして、[OVF テンプレートのデプロ

イ] を選択します。

OVA テンプレート vSphere Client を使用して、クライアント マシンから SDDC に直接 

OVA テンプレートを展開します。[Compute-ResourcePool] リ
ソース プールを右クリックして、[OVF テンプレートのデプロイ] を選

択します。

ISO イメージ n workloadDatastore に ISO イメージをアップロードします。

n オンプレミスのコンテンツ ライブラリに ISO イメージをインポー

トし、SDDC からコンテンツ ライブラリを購読します。

n SDDC にローカル コンテンツ ライブラリを作成し、ISO イメー

ジをアップロードします。

n Content Onboarding Assistant を使用して、ISO イメージを 

SDDC に転送します。

スクリプトまたはテキスト ファイル n オンプレミスのコンテンツ ライブラリにファイルをインポートし、

SDDC からコンテンツ ライブラリを購読します。

n SDDC にローカル コンテンツ ライブラリを作成し、ファイルをア

ップロードします。

n Content Onboarding Assistant を使用して、ファイルを 

SDDC に転送します。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Content Onboarding Assistant を使用した SDDC へのコンテンツの転送
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n コンテンツ ライブラリを使用した SDDC へのコンテンツのインポート

n SDDC へのファイルまたはフォルダのアップロード

Content Onboarding Assistantを使用した SDDC へのコンテン
ツの転送

Content Onboarding Assistant では、クラウド SDDC への .vmtx テンプレート、ISO イメージ、スクリプ

ト、およびその他のファイルの転送を自動化します。

Content Onboarding Assistant で .vmtx テンプレートを SDDC に転送する方法は 2 つあります。

n SDDC のコンテンツ ライブラリで、これらのテンプレートを OVF テンプレートに変換します。この方法は短

時間で完了します。

n vCenter Server インベントリでこれらのテンプレートを .vmtx テンプレートとして転送します。テンプレ

ートは OVF に変換されてから、.vmtx テンプレートに変換し直されます。

注：   Content Onboarding Assistant によって、オンプレミス データセンターから公開され、SDDC からサブ

スクライブされたコンテンツ ライブラリに、スクリプトと ISO イメージが追加されます。既存の OVF または 

OVA テンプレートは、コンテンツ ライブラリには追加されません。OVF または OVA テンプレートを SDDC に
転送する他の方法については、VMware Cloud on AWS Operations Guide の SDDC へのテンプレート、ISO、

およびその他のコンテンツの転送を参照してください。

Content Onboarding Assistant は、オンプレミス データセンターと SDDC にネットワーク経由でアクセスでき

る MacOS、Linux、または Windows マシン上で使用できます。

Content Onboarding Assistant を使用してコンテンツを SDDC に転送した後に、転送したい追加の項目がある

場合は、Content Onboarding Assistant を再度実行できます。Content Onboarding Assistant は転送され

た .vmtx テンプレートを認識します。これらのテンプレートを再転送することはできません。また、転送された 

ISO イメージとスクリプト ファイルも認識します。転送されるのは、新しい ISO イメージとスクリプトのみです。

前提条件

Content Onboarding Assistant を実行する前に、次の操作を行います。

n オンプレミス データセンターで vCenter Server 6.0 以降が実行されていることを確認します。

n Java Runtime Environment (JRE) 1.8 以降をインストールします。Java Runtime インストーラは、

Oracle の Web サイト (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-
downloads-2133155.html) からダウンロードできます。

n $JAVA_HOME 環境変数を、JRE をインストールした場所に設定します。

n オンプレミス データセンターと SDDC 間の VPN 接続を設定します。『VMware Cloud on AWS スタート 

ガイド』の「VPN とゲートウェイの設定」を参照してください。

VMware Cloud on AWS 運用ガイド

VMware, Inc. 113

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-operations/GUID-E4587CF5-EB2B-476F-AA09-A73D4A8D5F39.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-operations/GUID-E4587CF5-EB2B-476F-AA09-A73D4A8D5F39.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html


手順

1 コンテンツ ライブラリに追加するスクリプトと ISO イメージは、オンプレミス データセンターの単一のフォル

ダに移動します。

.vmtx テンプレートには、特別な準備は必要ありません。

2 ダウンロード サイトから Content Onboarding Assistant をダウンロードします。

a VMware Cloud コンソールの左側の列で [ツール] をクリックします。

b Content Onboarding Assistant カードで、[ダウンロード] をクリックして Content-Onboarding-
Assistant-version.jar をダウンロードします。ここで version は [1.5] 以降のファイル バージョ

ンです。

3 ターミナルまたはコマンド ラインで、Content-Onboarding-Assistant.jar ファイルを格納したディ

レクトリに移動し、次のコマンドを入力します。

java -jar jar_file_name --cfg full_path_to_config_file

構成ファイルで、1 行に 1 つずつパラメータを指定し、その後に容量、値の順に入力します。例

onpremServer vcenter.onprem.example.com
onpremInfraServer psc.onprem.example.com

--parameter parameter_value と指定することで、コマンドラインで多数のパラメータを指定すること

もできます。java --jar jar_file_name --help と入力すると、パラメータの一覧を確認できます。

または、次を参照してください。

パラメータ 説明

onpremServer server オンプレミス データセンターの vCenter Server のホスト名。

onpremInfraServer psc-server オンプレミスの Platform Services Controller のホスト名。こ

れは組み込み構成のオプションです。

onpremUsername username オンプレミス vCenter Server へのログインに使用されたユーザ

ー名。

location foldername オンプレミス データストア上のファイル（スクリプトや ISO イメー

ジなど）の場所。datastore-name:folder/ 形式を使用します。

cloudServer server クラウド SDDC vCenter Server のホスト名。

cloudInfraServer infra-server クラウド SDDC vCenter Server のホスト名。必須ではありませ

ん。

cloudFolderName foldername .vmtx テンプレートを格納するクラウド SDDC の vCenter 

Server フォルダの名前。

cloudRpName resource-pool-name クラウド SDDC 上の .vmtx テンプレートのリソース プール。
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パラメータ 説明

cloudNetworkName network-name クラウド SDDC 上の .vmtx テンプレートの分散仮想ポート グル

ープ。

sessionUpdate value セッション更新呼び出しの間隔（ミリ秒単位）。デフォルト値は 

60,000 ミリ秒（10 分）です。Content Onboarding Assistant 
の実行中にセッションのタイムアウトの問題が発生した場合は、この

値を小さくします。

4 プロンプトが表示されたら、オンプレミス データセンターとクラウド SDDC のパスワードを入力します。

Content Onboarding Assistant により、オンプレミス データセンターと SDDC への接続がテストされ、検

出されたすべての .vmtx テンプレートが表に一覧表示されます。

5 転送するテンプレートの番号を入力します。

各番号をコンマ区切りで入力するか、範囲をダッシュ区切りで入力します。

6 ISO イメージとスクリプトのフォルダが正しいことを確認します。

7 .vmtx テンプレートを転送する方法を選択します。

n SDDC のコンテンツ ライブラリで OVF テンプレートとしてテンプレートを転送する場合は、オプション 

1 を選択します。

n vCenter Server インベントリで .vmtx テンプレートとしてテンプレートを転送する場合は、オプション 

2 を選択します。

結果

Content Onboarding Assistant により、次の操作が実行されます。

n 指定された方法で、オンプレミス データセンターから SDDC に .vmtx テンプレートをコピーします。

n オンプレミス データセンターにコンテンツ ライブラリを作成し、そのコンテンツ ライブラリに ISO イメージと

スクリプトを追加して公開します。

n SDDC にサブスクライブされたコンテンツ ライブラリを作成し、ISO イメージとスクリプトを SDDC に同期

させます。

次のステップ

これで、.vmtx テンプレートと ISO イメージを使用して SDDC に仮想マシンを作成できるようになります。

コンテンツ ライブラリを使用した SDDC へのコンテンツのインポー
ト

オンプレミス データセンターにコンテンツ ライブラリがある場合は、コンテンツ ライブラリをサブスクライブする 

SDDC でコンテンツ ライブラリを作成して発行し、ライブラリ アイテムを SDDC にインポートできます。

この方法は、OVF テンプレート、ISO イメージ、スクリプト、およびその他のファイルの転送に適しています。
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前提条件

n コンテンツ ライブラリがオンプレミス データセンターに配置されている必要があります。ライブラリの作成を

参照してください。

n オンプレミス データセンターと SDDC 間の VPN 接続を設定します。『VMware Cloud on AWS 
Networking and Security』ガイドの SDDC とオンプレミス データセンターの間の VPN 接続の設定を参照

してください。

手順

1 オンプレミスのコンテンツ ライブラリにテンプレート、ISO イメージ、およびスクリプトを追加します。

.vmtx テンプレートは、すべて OVF テンプレートに変換されます。

2 オンプレミスのコンテンツ ライブラリを公開します。

3 SDDC で、手順 2 で公開したコンテンツ ライブラリをサブスクライブするコンテンツ ライブラリを作成しま

す。コンテンツは、オンプレミス データセンターから VMware Cloud on AWS の SDDC に同期されます。

SDDC へのファイルまたはフォルダのアップロード

vSphere Client を使用して、ファイルまたはフォルダを SDDC にアップロードできます。

SDDC の WorkloadDatastore にコンテンツをアップロードできます。vsanDatastore は VMware で管理さ

れます。

前提条件

データストアの CloudAdmin ロールが必要です。

手順

1 vSphere Client で [ストレージ] アイコンを選択し、WorkloadDatastore を選択して、[ファイル] をクリッ

クします。

2 新規フォルダの作成、ファイルのアップロード、またはフォルダのアップロードを実行できます。

オプション 説明

新規フォルダを作成するには a WorkloadDatastore または既存のフォルダを選択します。

b [新規フォルダ] を選択します。

ファイルをアップロードするには a フォルダを選択します。

b [ファイルのアップロード] をクリックします。

c ファイルを選択し、[OK] をクリックします。

フォルダをアップロードするには a フォルダを選択します。

b [フォルダのアップロード] を選択します。

c フォルダを選択し、[OK] をクリックします。
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仮想マシンの移行 5
VMware Cloud on AWS では、ワークロード仮想マシンをオンプレミス ホストから SDDC 内のホストに移行す

る方法、ホストを元に戻す方法、そして SDDC 内のホスト間で移行する方法がいくつかサポートされています。ど

の方法を選択するかは、許容できるワークロード仮想マシンのダウンタイム、移行する必要がある仮想マシンの台数、

オンプレミス ネットワークの構成に基づきます。

オンプレミスの移行に適用される制約は、ハイブリッド移行にも適用される可能性が高いことに注意してください。

たとえば、仮想 CPU パフォーマンス カウンタの有効化で説明されている問題により、ソースまたはターゲット ク
ラスタで Enhanced vMotion Compatibility が有効になっているときに、パフォーマンス カウンタが有効な仮想

マシンを移行できない場合があります。

SDDC 内での移行

SDDC 内での移行とは、SDDC vCenter Server 内の仮想マシンを特定のホストまたはクラスタから別のホストま

たはクラスタに移行することを意味します。このような移行の詳細については、「VMware vSphere Product 
Documentation」の仮想マシンの移行を参照してください。

ガイド付きの移行によって、HCX を使用して仮想マシンをオンプレミス データセンターからクラウド SDDC に移

行する際には、VMware Cloud Migration ソリューションであるハイブリッド クラウドの統合した操作性を使用

できます。

ハイブリッド移行

ハイブリッド移行とは、2 つの異なる vSphere インストール環境間で仮想マシンを移行することを指します。具体

的には、オンプレミス データセンターに存在する vSphere と、VMware Cloud on AWS SDDC 内に存在する 

vSphere の間での移行です。この 2 つの vSphere インストール環境では、バージョン、構成、またはその両方が

異なる場合があるため、実際のハイブリッド移行では、通常、仮想マシンの互換性と、適切なネットワーク帯域幅お

よび遅延を確保するために、追加の前提条件と構成が適用されます。VMware Cloud on AWS では、ハイブリッ

ド移行のためのさまざまなツールと方法がサポートされています。

n VMware HCX によるハイブリッド移行

マルチクラウド アプリケーション モビリティ ソリューションの VMware HCX は、すべての SDDC に無償

で提供されます。これを利用して、オンプレミス データセンターのワークロード仮想マシンを SDDC に簡単

に移行できます。
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n vMotion でのハイブリッド移行

vMotion での移行は、ホット マイグレーションまたはライブ マイグレーションとも呼ばれ、パワーオン状態

の仮想マシンを、あるホストまたはデータストアから別のホストまたはデータストアに移動します。vMotion 
での移行は、少数の仮想マシンをダウンタイムなしで移行する場合に最適な選択肢です。

n ハイブリッド コールド移行

コールド移行では、パワーオフ状態の仮想マシンを別のホストやデータストアに移行します。コールド移行は、

移行中に仮想マシンのダウンタイムがある程度発生しても許容される場合に適した方法です。

VMware HCX によるハイブリッド移行

マルチクラウド アプリケーション モビリティ ソリューションの VMware HCX は、すべての SDDC に無償で提供

されます。これを利用して、オンプレミス データセンターのワークロード仮想マシンを SDDC に簡単に移行できま

す。

HCX を使用したハイブリッド移行の詳細については、VMware HCX User Guide と、https://
vmc.vmware.com/solutions の VMware Cloud Migration ソリューションを参照してください。

注：   2 ホスト ストレッチ クラスタにの VMware HCX が展開されている場合、サポートは本番環境または POC
（事前検証）の目的に限定されます。詳細については、VMware のナレッジベースの記事 KB87043 を参照してく

ださい。

VMware HCX を使用したハイブリッド移行のチェックリスト

このチェックリストに沿って、オンプレミスと SDDC の構成が、VMware HCX を使用したハイブリッド移行に適

していることを確認してください。

要件 説明

ネットワーク速度 HCX を使用した vMotion での移行には、移行元と移行先間に 100 
Mbps 以上のスループットが必要です。

オンプレミスの vSphere のバージョン n vMotion：vSphere 6.0、6.5、6.7、7.0

n 一括移行：vSphere 6.0、6.5、6.7、7.0

n コールド移行︰vSphere 6.0、6.5、6.7、7.0

オンプレミスの仮想スイッチの設定 vSphere Distributed Switch

NSX Distributed Virtual Switch (N-VDS)

vSphere 標準スイッチ

オンプレミス データセンターでの VMware HCX Manager のイン

ストール

VMware HCX 製品ドキュメントを参照してください。HCX コネク

タ環境の要件については、VMware HCX 製品ドキュメントの HCX 
インストールのソフトウェア バージョン要件を参照してください。

SDDC と HCX 間の相互接続の確立 HCX 相互接続の設定および管理と HCX とマルチサイト サービス メ
ッシュの相互接続の設定および管理の説明に沿って、VMware HCX 
Manager と VMware Cloud on AWS SDDC をリモート サイト

としてペアリングします。
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要件 説明

L2 VPN VMware HCX を使用したネットワークの拡張の説明に沿って、ネッ

トワークをオンプレミス データセンターから VMware Cloud on 
AWS SDDC まで拡張します。

VMware Cloud on AWS ファイアウォール ルール ネットワーク ポートおよびプロトコルの要件の説明に沿って、ファイア

ウォール ルールを作成し、HCX で使用されているポートを開放しま

す。

オンプレミスのファイアウォール ルール ネットワーク ポートおよびプロトコルの要件の説明に沿って、ファイア

ウォール ルールを作成し、HCX で使用されているポートを開放しま

す。

仮想マシンのハードウェアと設定 仮想マシン ハードウェアが以下の要件を満たしていることを確認しま

す。

n VMware Configuration Maximums で指定されている仮想マ

シンのハードウェア バージョンと仮想ディスク サイズ。

n EVC は VMware Cloud on AWS SDDC ではサポートされて

いないため、オンプレミスの仮想ハードウェアのバージョンが 

SDDC でもサポートされていることを確認する必要があります。

サポートされている仮想ハードウェアへの SDDC バージョンのマ

ッピングについては、VMware Cloud on AWS とコンポーネン

ト リリースの関連付けを参照してください。SDDC でのホスト 

タイプのサポートについては、VMware Cloud on AWS のホス

ト タイプを参照してください。

n クラウド SDDC で作成された仮想マシンと、クラウド SDDC へ
の移行後に再起動された仮想マシンは、オンプレミスの EVC ベー

スラインが Broadwell である場合を除き、vMotion を使用して

オンプレミス データセンターに移行し直すことはできません。こ

れらの仮想マシンは、仮想マシン ハードウェアのバージョンがオン

プレミス データセンターと互換性がある場合、パワーオフ後に再配

置できます。

次の仮想マシンはサポートされていません。

n .vmdk ファイルが共有されている仮想マシン。

n 仮想メディアまたは ISO がマウントされている仮想マシン。

vMotion でのハイブリッド移行

vMotion での移行は、ホット マイグレーションまたはライブ マイグレーションとも呼ばれ、パワーオン状態の仮想

マシンを、あるホストまたはデータストアから別のホストまたはデータストアに移動します。vMotion での移行は、

少数の仮想マシンをダウンタイムなしで移行する場合に最適な選択肢です。

vMotion での移行を実装するには、ハイブリッド リンク モードを構成し、vSphere Client を使用します。コマン

ドライン (PowerShell) または API 自動化を使用することもできます。

サポートされる構成の概要

オンプレミスの vSphere インストール環境で次のいずれかを実行している。

n vSphere 6.7U2 以降。

n vSphere 6.5P03 以降。
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詳細については、VMware のナレッジベースの記事 56991 を参照してください。

vMotion で移行した仮想マシンの制限事項

vMotion でオンプレミスのデータセンターから移行した仮想マシンには、次の制限事項があります。

n ネットワーク用に標準仮想スイッチを使用している仮想マシンの場合は、クラウド SDDC への移行後に、オン

プレミス データセンターに戻すことはできません。

n クラウド SDDC で再起動された仮想マシンは、Broadwell チップセットまたは EVC モードを使用しているオ

ンプレミスのホストまたはクラスタにしか戻すことができません。

n 投機的実行により、オンプレミスのホストへのパッチが未適用で、サイド チャネル解析に対する脆弱性

（「Spectre Variant 2」脆弱性とも呼ばれる）に対処していない場合、表 5-1. Spectre パッチによる vMotion 
の互換性への影響に示すように、vMotion の互換性に影響が及ぶことがあります。オンプレミスのホストに使

用できる正しいパッチを確認するには、https://kb.vmware.com/s/article/52245 を参照してください。

VMware Cloud on AWS SDDC のすべてのホストにパッチが適用されています。

表 5-1. Spectre パッチによる vMotion の互換性への影響

オンプレミスのホストの

プロセッサ ファミリおよ

びパッチ ステータス

仮想マシンのハードウェ

ア バージョン

VMware Cloud on 
AWS SDDC で仮想マシ

ンを再起動した

オンプレミスから 

VMware Cloud on 
AWS への vMotion で
の移行

VMware Cloud on 
AWS からオンプレミス

への vMotion での移行

Broadwell（Spectre パ
ッチを適用済み）

< 9 いいえ サポート サポート

はい サポート サポート

9-13 いいえ サポート サポート

はい サポート サポート

Broadwell（Spectre パ
ッチを未適用）

< 9 いいえ サポートあり サポートなし

はい サポートあり サポートなし

9-13 いいえ サポート サポート

はい サポートあり サポートなし

Broadwell 以外 < 9 いいえ サポート対象外 サポート

はい サポート対象外 サポート対象外

9-13 いいえ サポート サポート

はい サポートあり サポートなし

注：   仮想マシンのハードウェア バージョンは、仮想マシンの [サマリ] タブで確認できます。ホストのプロセッサ 

タイプは、ホストの [サマリ] タブで確認できます。Broadwell プロセッサ ファミリに含まれるプロセッサ タイプ

のリストについては、https://ark.intel.com/products/codename/38530/Broadwell を参照してください。

以上の制限事項はコールド移行には適用されません。
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vMotion でのハイブリッド移行のチェックリスト

このチェックリストでは、オンプレミス データセンターとクラウド SDDC 間の vMotion による移行の要件と設定

について詳しく説明します。

注：   HCX ベースの vMotion にはさまざまな要件があります。VMware HCX を使用したハイブリッド移行のチ

ェックリストを参照してください。

表 5-2. NSX を使用する SDDC の vMotion の要件

要件 説明

ネットワーク速度と遅延 vMotion での移行では、移行元と移行先の vMotion VMkernel イン

ターフェイス間での帯域幅を 250 Mbps 以上に維持し、移行元と移行

先間の往復遅延時間を 100 ミリ秒以内に抑える必要があります。

オンプレミスの vSphere のバージョン オンプレミスの vSphere インストール環境は、vSphere 6.7U2 以降

である必要があります。詳細については、VMware のナレッジベース

の記事 56991 を参照してください。

オンプレミスの Distributed Switch のバージョン 6.0 以降。

オンプレミスの NSX のバージョン 任意

注：   NSX で構成された SDDC では、オンプレミスの VXLAN カプ

セル化ネットワーク (NSX for vSphere) または Geneve 
Datacenter Overlay ネットワーク (NSX) に対するホット 

vMotion はサポートされていません。

IPsec VPN 管理ゲートウェイの IPsec VPN を構成します。『VMware Cloud 
on AWS Networking and Security』ガイドの SDDC とオンプレ

ミス データセンターの間の VPN 接続の設定を参照してください。

Direct Connect vMotion による移行には、オンプレミス データセンターと VMware 
Cloud on AWS SDDC との間にプライベート仮想インターフェイス

経由による Direct Connect が必要です。VMware Cloud on 
AWS での AWS Direct Connect の使用を参照してください。

ハイブリッド リンク モード vSphere Client から移行を開始するには、ハイブリッド リンク モー

ドが必要です。API または PowerCLI を使用して移行を開始する必

要はありません。

『VMware Cloud on AWS データセンターの管理』の「ハイブリッ

ド リンク モード」を参照してください。

L2 VPN レイヤー 2 VPN を構成し、オンプレミス データセンターとクラウド 

SDDC 間の仮想マシン ネットワークを拡張します。ルーティングされ

たネットワークはサポートされません。『VMware Cloud on AWS 
のネットワークおよびセキュリティ』を参照してください。

VMware Cloud on AWS ファイアウォール ルール vMotion で必要なファイアウォール ルール の説明どおりに、必要なフ

ァイアウォール ルールを作成します。
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表 5-2. NSX を使用する SDDC の vMotion の要件 （続き）

要件 説明

オンプレミスのファイアウォール ルール vMotion で必要なファイアウォール ルール の説明どおりに、必要なフ

ァイアウォール ルールを作成します。

仮想マシンのハードウェアと設定 仮想マシン ハードウェアが以下の要件を満たしていることを確認しま

す。

n オンプレミス データセンターからクラウド SDDC へ vMotion 
で移行するには、仮想マシン ハードウェアのバージョン 9 以降が

必要です。

n Enhanced vMotion Compatibility (EVC) は VMware 
Cloud on AWS SDDC ではサポートされていません。

n クラウド SDDC で作成された仮想マシンと、クラウド SDDC へ
の移行後に再起動された仮想マシンは、オンプレミスの EVC ベー

スラインが Broadwell である場合を除き、vMotion を使用して

オンプレミス データセンターに移行し直すことはできません。こ

れらの仮想マシンは、仮想マシン ハードウェアのバージョンがオン

プレミス データセンターと互換性がある場合、パワーオフ後に再配

置できます。

n DRS または HA 仮想マシンのオーバーライドによる仮想マシン

の移行はサポートされません。仮想マシンのオーバーライドの詳

細については、個々の仮想マシンのカスタマイズを参照してくださ

い。

重要：   Network I/O Control (NIOC)、SpoofGuard、分散ファイアウォール、およびスイッチ セキュリティを

含む、移行元のスイッチの設定とランタイム状態は、どちの方向も移行先には適用されません。vMotion を開始す

る前に、移行元のスイッチの設定を移行先のネットワークに適用してください。

vMotion で必要なファイアウォール ルール

ここでは、オンプレミスとクラウドのデータセンターで、vMotion による移行に必要なファイアウォール ルールの

概要を説明します。

vMotion 用の VMC on AWS ファイアウォール ルール

VMware Cloud コンソールで次のファイアウォール ルールが設定されていることを確認します。

使用事例 ソース ターゲット サービス

オンプレミスから vCenter 
Server へのアクセスを提供す

る。

一般的な vSphere Client ア

クセスおよび vCenter 
Server の監視に使用します。

リモート（オンプレミス）の 

vSphere Client の IP アドレ

ス

vCenter HTTPS

オンプレミスの vCenter 
Server へのアウトバウンドの 

vCenter Server アクセスを

許可する。

vCenter リモート（オンプレミス）の 

vCenter Server の IP アドレ

ス

任意（すべてのトラフィック）
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使用事例 ソース ターゲット サービス

SSO vCenter Server を許可

する。

リモート（オンプレミス）の 

Platform Services 
Controller IP アドレス

vCenter SSO (TCP 7444)

ESXiNFC トラフィック NFC で使用するリモート（オン

プレミス）の ESXiVMkernel 
ネットワーク。

ESXi プロビジョニング (TCP 902)

オンプレミスへのアウトバウン

ドの ESXi アクセスを許可す

る。

ESXi リモート（オンプレミス）の 

ESXi 管理の VMkernel ネッ

トワーク

任意（すべてのトラフィック）

vMotion トラフィックを許可

する。

リモート（オンプレミス）の 

ESXivMotion VMkernel ネ
ットワーク

ESXi vMotion (TCP 8000)

vMotion 用のオンプレミス ファイアウォール ルール

オンプレミスのファイアウォールで、次のファイアウォール ルールが設定されていることを確認します。

ルール 操作 ソース ターゲット サービス ポート

オンプレミスか

ら vCenter 
Server

許可 リモート（オンプレミス）の vSphere 
Client サブネット

VMware 
Cloud on AWS 
vCenter 
Server の IP ア
ドレス

HTTPS 443

リモートから 

ESXi のプロビジ

ョニング

許可 リモート（オンプレミス）のサブネッ

ト

TCP 902 902

クラウド SDDC 
からオンプレミ

スの vCenter 
Server への許可

許可 クラウド SDDC 管理ネットワーク用

の CIDR ブロック

オンプレミスの 

vCenter 
Server、PSC、

Active 
Directory のサ

ブネット

HTTPS 443

クラウド SDDC 
から ESXi リモ

ート コンソール

許可 クラウド SDDC 管理ネットワーク用

の CIDR ブロック

VMware 
Cloud on AWS 
vCenter 
Server の IP ア
ドレス

クラウド SDDC 
からリモート 

LDAP

許可 クラウド SDDC 管理ネットワーク用

の CIDR ブロック

リモートの 

LDAP サーバ

TCP 389, 636

クラウド SDDC 
から ESXi の 

vMotion

許可 クラウド SDDC 管理ネットワーク用

の CIDR ブロック

リモートの ESXi
ホスト サブネッ

ト

TCP 8000
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vMotion による一括移行

vSphere Client で vMotion を使用して、オンプレミスのデータセンターと SDDC の間で仮想マシンを移行する

ことができますが、移行される仮想マシンの数が増大するにつれて、PowerCLI や vMotion API などの自動化ソ

リューションの使用がますます必要になります。「一括」移行の仮想マシンの数についての正式な定義はありません

が、ほとんどの場合、仮想マシンが 5 台を超える場合は、一括移行ソリューションが推奨されます。

一括移行を実施するには、Multicloud Workload Migration ホワイトペーパーで説明されているようにコマンド

ライン (PowerShell) または API 自動化を使用できます。GUI と REST API の追加のオプションについては、

Cross vCenter Workload Migration Utility をダウンロードして参照してください。

サポートされる構成の概要

次の表では、ハイブリッド一括移行でサポートされる構成の概要が記載されています。

表 5-3. ハイブリッド一括移行でサポートされる構成の概要

オンプレミスの vSphere のバージョン ネットワーク接続 VDS のバージョン（オンプレミス）

vSphere 5.0、5.1、5.5、6.0、および 6.5 HCX で作成したインターネットまたは AWS 
Direct Connect と L2 VPN

すべての VMware Distributed Switch、

vSphere 標準スイッチ、または Cisco 
Nexus 1000v

ハイブリッド コールド移行

コールド移行では、パワーオフ状態の仮想マシンを別のホストやデータストアに移行します。コールド移行は、移行

中に仮想マシンのダウンタイムがある程度発生しても許容される場合に適した方法です。

コールド移行を実装するには、ハイブリッド リンク モードを構成し、vSphere Client を使用します。コマンドラ

イン (PowerShell) または API 自動化を使用することもできます。

ハイブリッド コールド移行チェックリスト

このチェックリストでは、オンプレミス データセンターとクラウド SDDC (Software-Defined Data Center) 間
のコールド移行に必要なエンドツーエンドの要件および構成について説明します。

詳細については、VMware のナレッジベースの記事 2106952 を参照してください。

要件 説明

オンプレミスの vSphere のバージョン vSphere 6.5 パッチ d 以降

vSphere 6.0 Update 3 以降

オンプレミスの仮想スイッチの設定 標準スイッチ、vSphere Distributed Switch 6.0、または vSphere 
Distributed Switch 6.5

IPsec VPN 管理ゲートウェイの IPsec VPN を構成します。『VMware Cloud 
on AWS Networking and Security』ガイドの SDDC とオンプレ

ミス データセンターの間の VPN 接続の設定を参照してください。
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要件 説明

ハイブリッド リンク モード vSphere Client を使用して移行を開始する前に、ハイブリッド リン

ク モードを構成する必要があります。API または PowerCLI を使用

する場合は不要です。

『VMware Cloud on AWS データセンターの管理』のハイブリッド 

リンク モードの設定を参照してください。

VMware Cloud on AWS およびオンプレミスのファイアウォール 

ルール

コールド移行で必要なファイアウォール ルール の説明どおりに、必要

なファイアウォール ルールを作成します。

オンプレミス DNS 設定 オンプレミス DNS サーバがクラウド vCenter Server のアドレスを

確実に正しく解決できるようにします。

コールド移行で必要なファイアウォール ルール

コールド移行向けの SDDC 管理ゲートウェイのファイアウォール ルール

SDDC 管理ゲートウェイの次のファイアウォール ルールが構成されていることを確認します。『VMware Cloud 
on AWS Networking and Security』のコンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールの追加また

は変更を参照してください。

使用事例 送信元 宛先 サービス

オンプレミスの vSphere 
Client を提供し、SDDC 
vCenter Server へのアクセ

スを監視します。

リモート（オンプレミス）の 

vSphere Client の IP アドレ

ス

vCenter Server HTTPS

オンプレミスの vCenter 
Server へのアウトバウンドの 

vCenter Server アクセスを

許可する。

vCenter Server リモート（オンプレミス）の 

vCenter Server の IP アドレ

ス

任意（すべてのトラフィック）

vCenter Server への SSO 
を許可

リモート（オンプレミス）の 

Platform Services 
Controller IP アドレス

vCenter SSO (TCP 7444)

ESXiNFC トラフィック NFC で使用するリモート（オン

プレミス）の ESXiVMkernel 
ネットワーク。

ESXi プロビジョニング (TCP 902)

オンプレミスの ESXi へのアウ

トバウンドの ESXi アクセスを

許可する。

ESXi リモート（オンプレミス）の 

ESXi 管理の VMkernel ネッ

トワーク

任意（すべてのトラフィック）

コールド移行用のオンプレミス ファイアウォール ルール

オンプレミスのファイアウォールで、次のルールが構成されていることを確認します。
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ルール 操作 ソース ターゲット サービス ポート

オンプレミスか

ら vCenter 
Server

許可 リモート（オンプレミス）の vSphere 
Client サブネット

VMware 
Cloud on 
AWSvCenter 
Server の IP ア
ドレス

HTTPS 443

リモートから 

ESXi のプロビジ

ョニング

許可 リモート（オンプレミス）のサブネッ

ト

SDDC 管理サブ

ネット

TCP 902

クラウド SDDC 
からオンプレミ

スの vCenter 
Server

許可 クラウド SDDC 管理ネットワーク用

の CIDR ブロック

オンプレミス 

vCenter 
Server

HTTPS 443

クラウド SDDC 
から ESXi リモ

ート コンソール

許可 クラウド SDDC 管理ネットワーク用

の CIDR ブロック

VMware 
Cloud on 
AWSvCenter 
Server の IP ア
ドレス

TCP 902

クラウド SDDC 
からリモート 

LDAP（HLM の
みで必要）

許可 クラウド SDDC 管理ネットワーク用

の CIDR ブロック

リモートの 

LDAP サーバ

TCP 389, 636
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AWS サービスへのアクセス 6
SDDC の展開時に、AWS アカウントを使用して SDDC が Amazon VPC に接続され、バンド幅が広く、遅延の

小さいインターフェイスが作成されます。

この接続を使用して、SDDC 内の仮想マシンと、EC2 や S3 などの AWS アカウントのサービス間のアクセスを有

効にできます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n 外部ストレージとしての Amazon FSx for NetApp ONTAP の構成

n SDDC ワークロードを使用した EC2 の接続 

n S3 エンドポイントを使用した S3 バケットへのアクセス

n インターネット ゲートウェイを使用した S3 バケットへのアクセス

外部ストレージとしての Amazon FSx for NetApp ONTAP の構
成

VMware Cloud on AWS と統合される Amazon FSx for NetApp ONTAP は、SDDC 内のクラスタに接続で

きる NetApp の ONTAP ファイル システム上に構築された AWS 管理の外部 NFS データストアです。コンピュ

ーティング リソースとは別に拡張可能な、柔軟で高パフォーマンスの仮想化ストレージ インフラストラクチャをユ

ーザーに提供します。

詳細およびリファレンス アーキテクチャについては、VMware Cloud Tech Zone の記事 VMware Cloud on 
AWS integration with Amazon FSx for NetApp ONTAP を参照してください。

注：   VMware Cloud on AWS では、SDDC バージョン 1.20 以降の外部ストレージをサポートします。SDDC 
のアップグレードの詳細については、アップグレード スケジュール設定要求の送信を参照してください。

FSx for ONTAP サービスによってエクスポートされた各マウントポイントを外部ストレージとして追加すると、個

別のデータストアとして扱われます。NFS ストレージの障害が SDDC 操作に与える影響の詳細については、

SDDC の健全性を確保するための VMware の対処法を参照してください。

接続された VPC に FSx for ONTAP を展開することはできません。代わりに、所有する別の VPC に展開してか

ら、VPC を VMware Managed Transit Gateway (VTGW) に接続する必要があります。
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前提条件

n AWS コンソールにログインして、SDDC と同じリージョンに VPC を作成します。任意の AWS アカウント

が VPC を所有できますが、ここで使用するために作成された新しい VPC である必要があります。このドキュ

メントでは、この VPC を FSx for ONTAP VPC と表記します。

n Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイル システムを作成するの手順に従って、FSx for ONTAP VPC 
に FSx for ONTAP シングル AZ またはマルチ AZ 環境を作成します。[Storage Virtual Machine] タブの 

[Endpoints] セクションに表示される Storage Virtual Machine (SVM) の IP アドレスは、SDDC 管理ゲー

トウェイからアクセス可能な IP アドレスである必要があります。このアドレスをメモします。FSx for 
ONTAP ストレージを SDDC クラスタに接続するときに必要になります。

n FSx for ONTAP を外部データストアとして使用するには、SDDC を SDDC グループのメンバーとして追加

し、SDDC がそのグループの VTGW を使用できるようにする必要があります。この SDDC を含む新しい 

SDDC グループを作成する必要がある場合、または SDDC を既存の SDDC グループに接続する必要がある場

合は、SDDC グループの作成または変更の手順に従います。SDDC グループの詳細については、VMware 
Transit Connect™ を使用した SDDC 展開グループの作成と管理を参照してください。

手順

1 VMware Cloud コンソールを開き、SDDC グループへの VPC の接続の手順に従って FSx for ONTAP 
VPC を SDDC グループに接続します。

a [アカウントの追加] をクリックして、FSx for ONTAP VPC の作成に使用した AWS アカウント ID を指

定します（SDDC グループへの VPC の接続の手順 2 を参照）。

b AWS コンソールで [Transit Gateway Attachments] に移動し、[Details] セクションのドロップダウ

ン コントロールを使用して、VTGW の [Transit gateway ID] を選択します。[VPC attachment] の下

にある [DNS support] チェックボックスを選択し、[Create Transit Gateway Attachment] をクリッ

クします（SDDC グループへの VPC の接続の手順 6 を参照）。
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2 FSx for ONTAP VPC と SDDC グループの VTGW 間のルートを追加します。

a SDDC グループの VTGW から FSx for ONTAP VPC の SVM IP アドレス範囲へのルートを追加しま

す。

SDDC グループの [外部 VPC] タブを開いて、VPC を所有する [AWS アカウント ID] を選択し、行を展

開します。ルートが指定されていない場合は、[ルート] 列の [ルートの追加] をクリックして [ルートの編

集] 画面を開き、この VPC を [ターゲット] として使用する 1 つ以上のルートを追加します。それ以外の場

合、[ルート] 列に最初のルートと追加ルートの数が表示されます。鉛筆アイコン ( ) をクリックして [ル
ートの編集] 画面を開き、FSx for ONTAP VPC の SVM IP アドレス範囲を追加するようにこのリストを

編集できます。

b FSx ONTAP の展開に使用されるルート テーブルに SDDC 管理プリフィックスを追加します。

AWS コンソールで、[Amazon FSx] 画面に移動し、[File systems] を選択します。使用しているファイ

ル システムをクリックして、ルート テーブルとその他の詳細を確認します。[Route tables] のルート テ
ーブル ID をクリックし、ルート テーブルを編集して次のパラメータを指定したルートを追加します。

宛先 ターゲット

SDDC 管理ゲートウェイ CIDR VTGW Transit Gateway ID。

VPC のメイン ルート テーブルの編集の詳細については、AWS ドキュメントのルート テーブルのルート

の追加と削除を参照してください。

3 VPC のデフォルトのセキュリティ グループに受信ルールを追加します。

AWS コンソールで、FSx for ONTAP VPC のデフォルトのセキュリティ グループを選択し、[Inbound] タ
ブをクリックします。次のパラメータを使用してルールを追加します。

タイプ 送信元

すべてのトラフィック [カスタム]。SDDC 管理ゲートウェイの CIDR を入力します。

[保存] をクリックします。

4 FSx データストアから SDDC にマウントポイントを接続します。

クラスタへの外部ストレージの追加 を参照してください。VMware Cloud コンソールで、SDDC の [ストレ

ージ] タブを開きます。[データストアの接続] をクリックして、必要な値を入力します。

[クラスタ] クラスタを選択します。他のクラスタがない場合は、Cluster-1 が事

前に選択されています。ストレッチ クラスタはサポートされませ

ん。

[データストア] [新規データストアの接続] を選択します。

[NFS サーバ アドレス] FSx の [Storage Virtual Machine] タブの [Endpoints] セク

ションに表示される [NFS IP address]。[検証] をクリックして

アドレスを検証し、サーバからマウントポイント（NFS エクスポー

ト）のリストを取得します。

[エクスポート] [NFS サーバ アドレス] でサーバによってエクスポートされたマウ

ントポイントのリストから 1 つを選択します。各マウントポイント

は個別のデータストアとして追加する必要があります。
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[ストレージ ベンダー] [AWS FSx ONTAP]

[データストア名] データストアに名前を付けます。データストア名は、SDDC 内で一

意である必要があります。

[データストアの接続] をクリックして、FSx データストアを追加します。

SDDC ワークロードを使用した EC2 の接続

接続されている Amazon VPC に EC2 インスタンスを展開し、AWS セキュリティ ポリシーとコンピューティン

グ ゲートウェイのファイアウォール ルールを構成して、ワークロード仮想マシンに接続することができます。

このトピックでは、SDDC ワークロードと、接続中の VPC 内の EC2 インスタンスとの間のトラフィックを有効に

することに注目していますが、手順 2 と手順 3 で説明されている変更により、EC2 インスタンスと SDDC 管理ネ

ットワークとの間のトラフィックも有効になります。AWS セキュリティ グループに対する同様の変更により、接続

中の VPC のプライマリ CIDR に含まれる任意の IP アドレスでアクセス可能なネイティブ AWS サービスに対し

て、SDDC 接続が有効になります。

接続されている VPC 内のデフォルトの AWS セキュリティ グループによって、VPC 内の EC2 インスタンスから 

SDDC 内の仮想マシンへのトラフィックが制御されます。このトラフィックは、コンピューティング ゲートウェイ 

ファイアウォールを（分散ファイアウォールを使用している場合は、分散ファイアウォールも）通過する必要があり

ます。これらのすべてのコントロールは、目的のトラフィックを許可するように設定する必要があります。設定しな

い場合は接続を確立できません。

EC2 インスタンスを展開すると、別のグループを指定していない限り、EC2 起動ウィザードによって新しいセキュ

リティ グループに関連付けられます。新しい AWS セキュリティ グループでは、このインスタンスからのすべての

送信トラフィックを許可し、このインスタンスへの受信トラフィックはすべて許可しません。EC2 インスタンスと 

SDDC 内の仮想マシンの間の接続を許可するには、通常、受信ルールを作成するのみで十分です。

n EC2 インスタンスから SDDC 内の仮想マシンへのトラフィックを許可するには、デフォルトのセキュリティ 

グループの受信ルールを作成します。

n 仮想マシンから EC2 インスタンスへのトラフィックを許可するには、EC2 インスタンスに適用されるセキュリ

ティ グループの受信ルールを作成します。

VMware ナレッジベースの記事 KB76577 には、デフォルトの AWS セキュリティ グループに送信トラフィック用

の allow-all ルールが設定されていない場合、またはこれらのルールが変更されている場合に適用される追加情報が

記載されています。

このインスタンスでデフォルトの AWS セキュリティ グループを使用する場合は、その受信ルールが EC2 インスタ

ンスを送信するときと SDDC を送信するときの両方のトラフィックに適用されることに注意してください。SDDC 
内の仮想マシンと EC2 インスタンスのどちらか一方から、もう一方へのトラフィックを許可するには、受信ルール

で EC2 インスタンスと仮想マシンの両方からの受信トラフィックが許可されている必要があります。

前提条件

このタスクを実行するには、次の情報が必要です。

n SDDC 内の仮想マシンが接続しているネットワーク セグメントの CIDR ブロック。NSX Manager を開き、

[セグメント] をクリックして、SDDC のすべてのネットワーク セグメントを一覧表示します。
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n 接続している Amazon VPC およびサブネット。NSX Manager を開き、[接続中の VPC] をクリックして 

[接続中の Amazon VPC] 画面を開くと、この情報が [VPC ID] と [VPC のサブネット] に表示されます。

この情報は、レガシー VMware Cloud コンソールの [ネットワークとセキュリティ] タブでも確認できます。

手順

1 AWS アカウントに EC2 インスタンスを展開します。

EC2 インスタンスを作成する際は、以下の点に留意してください。

n EC2 インスタンスは、SDDC の展開時に選択した VPC に配置する必要があります。そうでない場合は、

プライベート IP アドレスによる接続を確立できません。

n EC2 インスタンスは、VPC 内のすべてのサブネットに展開できますが、SDDC の展開時に選択したもの

とは異なるアベイラビリティ ゾーンである場合は、アベイラビリティ ゾーン間のトラフィック料金が発生

する場合があります。

n 可能であれば、手順 2 に記載されているとおりに設定された受信トラフィック ルールを持つ EC2 インスタ

ンスのセキュリティ グループを選択します。

n SDDC に使用する VPC サブネットや、AWS サービスまたはインスタンスが SDDC との通信に使用する 

VPC サブネットはすべて、VPC のメイン ルート テーブルに関連付けられている必要があります。

n SDDC 内のワークロード仮想マシンは、接続されている VPC のプライマリ CIDR ブロック内にあるすべ

てのサブネットと、ENI 接続を介して通信できます。VMC では、VPC 内の他の CIDR ブロックは認識さ

れません。

2 インスタンスに適用されているセキュリティ グループに受信ルールを追加します。手順 1 で展開した EC2 イン

スタンスを選択し、SDDC 内の仮想マシンに関連付けられている論理ネットワークまたは IP アドレスからの受

信トラフィックを許可するように、そのセキュリティ グループを構成します。

a 手順 1 で展開したインスタンスを選択します。

b インスタンスの説明で、インスタンスのセキュリティ グループをクリックし、[受信] タブをクリックしま

す。

c [編集] をクリックします。

d [ルールの追加] をクリックします。

e [タイプ] ドロップ ダウン メニューで、許可するトラフィックのタイプを選択します。

f [送信元] テキスト ボックスで、[カスタム] を選択し、インスタンスと通信する必要がある SDDC 内の仮想

マシンの IP アドレスまたは CIDR ブロックを入力します。

g （オプション） 必要に応じて、SDDC 内の仮想マシンのインスタンスに接続する追加の CIDR ブロックま

たはトラフィック タイプに関するルールを追加します。

h [保存] をクリックします。
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3 （オプション） 手順 1 に展開したインスタンスからのトラフィックを SDDC 内の仮想マシンに許可する必要が

ある場合は、接続されている Amazon VPC のデフォルトのセキュリティ グループを編集して、CIDR ブロッ

クまたはセキュリティ グループによってインスタンスを識別する受信ルールを追加します。

a AWS コンソールで、接続されている Amazon VPC のデフォルトのセキュリティ グループを選択し、[受
信] タブをクリックします。

b [編集] をクリックします。

c [ルールの追加] をクリックします。

d [タイプ] ドロップ ダウン メニューで、許可するトラフィックのタイプを選択します。

e [送信元] テキスト ボックスで、[カスタム] を選択し、インスタンスと通信する必要がある SDDC 内の仮想

マシンの IP アドレスまたは CIDR ブロックを入力します。

すべての仮想マシンが同じ SDDC インベントリ グループに関連付けられている場合は、IP アドレスまたは 

CIDR ブロックを使用するのではなく、そのグループを [送信元] として指定できます。

f （オプション） 必要に応じて、SDDC 内の仮想マシンのインスタンスに接続する追加の CIDR ブロックま

たはトラフィック タイプに関するルールを追加します。

g [保存] をクリックします。

4 必要に応じてコンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールを構成します。

『VMware Cloud on AWS Networking and Security』のコンピューティング ゲートウェイのファイアウ

ォール ルールの追加または変更を参照してください。

n 接続されている Amazon VPC 内のインスタンスからの受信トラフィックを許可するには、[送信元] が [接
続されている VPC プリフィックス]、[宛先] がインスタンスからの受信アクセスを必要とする仮想マシン

を含むインベントリ グループであるルールを作成します。

n 接続されている Amazon VPC 内のインスタンスへの送信トラフィックを許可するには、[送信元] がイン

スタンスへの送信アクセスが必要な仮想マシンを含むインベントリ グループ、[宛先] が [接続されている 

VPC プリフィックス] であるルールを作成します。

注：   いずれの場合も、EC2 インスタンスのサブセットで送受信されるトラフィックを制限できます。それに

は、目的のインスタンスの IP アドレスまたは CIDR ブロックのみを含むワークロード インベントリ グループ

を SDDC 内に定義します。

5 （オプション） 分散ファイアウォール ルールを構成します。

このインスタンスと通信する仮想マシンのいずれかが分散ファイアウォールによって保護されている場合は、目

的のトラフィックを許可するためにファイアウォール ルールの調整が必要な場合があります。分散ファイアウ

ォール ルールの追加または変更を参照してください。

S3 エンドポイントを使用した S3 バケットへのアクセス

S3 エンドポイントを作成して、接続されている AWS VPC の S3 バケットにアクセスできます。
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手順

1 S3 エンドポイントを作成します。

『Amazon Virtual Private Cloud User Guide』の Gateway VPC Endpoints と Endpoints for 
Amazon S3 を参照してください。

a [サービス カテゴリ] で、AWS サービスを選択します。

b [サービス名] で、タイプが [ゲートウェイ] の com.amazonaws.region-AZ.s3 サービスを選択します。

ここで、region-AZ は、SDDC があるリージョンおよび AZ と一致します。例えば、com.amazonaws.us-
west-2.s3 です。

c [VPC] ドロップダウンで、SDDC に接続されている VPC を選択します。

d [ルート テーブルの設定] で、[メイン] 列の値が [はい] である [ルート テーブル ID] を選択します。このル

ート テーブルは SDDC によって使用され、SDDC が接続されている VPC サブネットにも関連付けられ

ている必要があります。

e [ポリシー] で、デフォルトのフル アクセス ポリシーを選択するか、より制限されたポリシーを作成します。

『Amazon Virtual Private Cloud User Guide』の Endpoints for Amazon S3 を参照してください。

SDDC から S3 へのトラフィックでは、送信元 IP アドレスが、SDDC 展開で選択されたサブネットの IP 
アドレスにネットワーク アドレス変換 (NAT) されるため、すべてのポリシーでそのサブネットからのトラ

フィックを許可する必要があります。

f [エンドポイントの作成] をクリックしてエンドポイントを作成し、リージョン内の S3 パブリック IP アド

レス範囲のルートをメイン ルート テーブルに追加します。

2 （オプション） 接続されている Amazon VPC のセキュリティ グループを構成して、SDDC 内の仮想マシンに

関連付けられているネットワーク セグメントへの送信トラフィックを許可するようにします。

デフォルトのセキュリティ グループはこのトラフィックを許可するため、デフォルトのセキュリティ グループ

を事前にカスタマイズしていない限り、この手順を実行する必要はありません。

a AWS コンソールで、接続されている Amazon VPC のデフォルトのセキュリティ グループを選択し、[送
信] タブをクリックします。

b [編集] をクリックします。

c [ルールの追加] をクリックします。

d [タイプ] ドロップ ダウン メニューで、[HTTPS] を選択します。

e [宛先] テキスト ボックスで、S3 エンドポイントに関連付けられているプリフィックス リストを選択しま

す。

このプリフィックス リストは、VPC の [管理されたプリフィックス リスト] カードにあります。ここに複

数のプリフィックス リストが表示されている場合は、必要な S3 サービスを含むリージョンに固有のプリフ

ィックス リストを 1 つ選択します。

f [保存] をクリックします。
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3 Elastic Network Interface (ENI) を介した S3 アクセスが有効になっていることを確認します。

接続されている Amazon VPC の ENI を介した S3 アクセスは、デフォルトで有効になっています。インター

ネット ゲートウェイを介した S3 アクセスを可能にするため、ENI を介した S3 アクセスを無効にしている場合

は、これを再度有効にする必要があります。

a https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

b [] - [接続中の VPC] をクリックします。

c [サービス アクセス] で、[S3 エンドポイント] の横にある [有効] をクリックします。

4 コンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールの追加または変更で定義されているワークフロー

を使用して、接続されている Amazon VPC への HTTPS アクセスを許可するコンピューティング ゲートウェ

イ ファイアウォール ルールを作成します。

この例では、NSX Manager を使用してインベントリ グループとファイアウォール ルールを作成する方法を示

します。このワークフローでは、VMware Cloud コンソールの [ネットワークとセキュリティ] タブを使用す

ることもできます。NSX Manager による SDDC ネットワーク管理を参照してください。

a [ゲートウェイ ファイアウォール] 画面で、[コンピューティング ゲートウェイ] をクリックします。

b [ルールの追加] をクリックし、次のパラメータを含むルールを追加します。ここで、Workload-CIDR は、

S3 にアクセスする必要があるワークロード仮想マシンのセグメントの CIDR ブロックです。

送信元 宛先 サービス 適用先 操作

Workload-CIDR [S3 プリフィックス] [HTTPS] [VPC インターフェイ

ス]
[許可]

結果

SDDC 内のワークロード仮想マシンは、HTTPS 接続経由で S3 バケット内のファイルにアクセスできます。

インターネット ゲートウェイを使用した S3 バケットへのアクセス

S3 バケットへのアクセスに S3 エンドポイントを使用しない場合は、インターネット ゲートウェイを使用してアク

セスできます。

デフォルトでは、S3 アクセスは、接続されている Amazon VPC の S3 エンドポイントを介して行われます。イン

ターネットを介した S3 へのアクセスを有効にする必要があります。

前提条件

S3 バケットのアクセス権限で、クラウド SDDC からインターネットを介したアクセスが許可されることを確認しま

す。詳細については、Managing Access Permissions to Your Amazon S3 Resources を参照してください。

手順

1 https://vmc.vmware.com の VMware Cloud Services にログインします。

2 [インベントリ] - [SDDC] の順にクリックし、SDDC カードを選択して [詳細表示] をクリックします。
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3 [NSX Manager を開く] をクリックし、SDDC の [設定] 画面に表示されている [NSX Manager 管理者ユー

ザー アカウント] を使用してログインします。

このワークフローでは、VMware Cloud コンソールの [ネットワークとセキュリティ] タブを使用することも

できます。NSX Manager による SDDC ネットワーク管理を参照してください。

4 接続中の Amazon VPC から S3 へのアクセスを無効にします。

[Cloud Services] - [接続中の VPC] の順にクリックして [接続中の Amazon VPC] 画面を開き、S3 の [有
効] の設定を切り替えます。

5 VMware Cloud コンソールから、インターネットへの HTTPS アクセスを許可するコンピューティング ゲー

トウェイのファイアウォール ルールを作成します。

a [ゲートウェイ ファイアウォール] 画面で、[コンピューティング ゲートウェイ] をクリックします。

b [ルールの追加] をクリックし、次のパラメータを含むルールを追加します。ここで、Workload-CIDR は、

S3 にアクセスする必要があるワークロード仮想マシンのセグメントの CIDR ブロックです。

送信元 宛先 サービス 適用先 操作

Workload-CIDR [すべて] [HTTPS] [インターネット インタ

ーフェイス]
[許可]

結果

SDDC 内の仮想マシンが HTTPS パスを使用して S3 バケット上のファイルにアクセスできるようになりました。
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オンプレミスの vRealize 
Automation とクラウド SDDC の連
携

7
オンプレミスの vRealize Automation を VMware Cloud on AWS SDDC と連携させて使用することができま

す。

VMware Cloud on AWS で使用できる vRealize Automation バージョンのリストについては、VMware 製品

の相互運用性マトリックスを参照してください。

この章には、次のトピックが含まれています。

n vRealize 製品と連携して動作させるための SDDC の準備

n vRealize Automation 8.x の SDDC への接続

vRealize 製品と連携して動作させるための SDDC の準備

vRealize Automation を VMware Cloud on AWS SDDC と接続する前に、SDDC でネットワークとファイア

ウォール ルールを構成する必要があります。

手順

1 パブリック インターネットまたは AWS Direct Connect 経由の VPN 接続を構成します。

『VMware Cloud on AWS Networking and Security』のオンプレミス データセンターへの VPN 接続の

設定および VMware Cloud on AWS での AWS Direct Connect の使用を参照してください。

2 vCenter Server の FQDN が管理ネットワーク上のプライベート IP アドレスで解決可能であることを確認し

ます。

『VMware Cloud on AWS Networking and Security』の vCenter Server の FQDN 解決アドレスの設

定を参照してください。

3 必要な場合は、追加のファイアウォール ルールを構成します。

vRealize Automation には、以下に示す管理ゲートウェイのファイアウォール ルールが必要です。

表 7-1. vRealize Automation で必要とされる管理ゲートウェイのファイアウォール ルール

名前 ソース ターゲット サービス

vCenter Server オンプレミス データセンターの 

CIDR ブロック

vCenter Server 任意（すべてのトラフィック）

vCenter Server への ping 任意 vCenter Server ICMP (すべての ICMP)

VMware, Inc. 136

https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php
https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-92F6C09E-8E74-430E-8F79-C2E5B2150ADA.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-92F6C09E-8E74-430E-8F79-C2E5B2150ADA.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-417EE2F1-0EA5-4808-BDB3-6FF622EECB95.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-9257B4C4-CF35-4129-9445-15D45CC187F3.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-9257B4C4-CF35-4129-9445-15D45CC187F3.html


表 7-1. vRealize Automation で必要とされる管理ゲートウェイのファイアウォール ルール （続き）

名前 ソース ターゲット サービス

オンプレミスから ESXi への 

ping
オンプレミス データセンターの 

CIDR ブロック

ESXi の管理のみ ICMP (すべての ICMP)

オンプレミスから ESXi リモー

ト コンソールおよびプロビジョ

ニング

オンプレミス データセンターの 

CIDR ブロック

ESXi の管理のみ TCP 902

オンプレミスから SDDC 仮想

マシン

オンプレミス データセンターの 

CIDR ブロック

SDDC の論理ネットワークの 

CIDR ブロック

任意（すべてのトラフィック）

SDDC 仮想マシンからオンプレ

ミス

SDDC の論理ネットワークの 

CIDR ブロック

オンプレミス データセンターの 

CIDR ブロック

任意（すべてのトラフィック）

『VMware Cloud on AWS Networking and Security』の管理ゲートウェイのファイアウォール ルールの

追加または変更を参照してください。

vRealize Automation 8.x の SDDC への接続

vRealize Automation 8.x のオンプレミス インストール環境を VMware Cloud on AWS の SDDC に接続す

る場合は、vRealize Automation Cloud Assembly を使用して仮想マシン、アプリケーション、およびサービス

を SDDC ワークロードとして展開します。

前提条件

n vRealize 製品と連携して動作させるための SDDC の準備 のすべての手順を完了していることを確認します。

n すべての vRealize Automation 仮想マシンが TLS 1.2 を使用するように構成されていることを確認します。

手順

u vRealize Automation 8.x を使用している場合は、サンプル ワークフロー内で vRealize Automation 
Cloud Assembly で VMware Cloud on AWS クラウド アカウントを作成するのサンプル ワークフローに

沿って、vRealize Automation 8.x のオンプレミス インストール環境が VMware Cloud on AWS と連携す

るように設定します。

以前のバージョンの vRealize Automation を使用している場合は、vRealize Automation 7.x の SDDC へ
の接続を参照してください。

vRealize Automation 7.x の SDDC への接続

vRealize Automation 7.x のオンプレミス インストール環境をクラウドの SDDC に接続して、ユーザーが仮想マ

シンを展開するためのブループリントを作成することができます。

前提条件

n で使用できる vRealize Automation 7.x リリースの詳細については、VMware 製品の相互運用性マトリック

ス VMware Cloud on AWS を参照してください。

n vRealize 製品と連携して動作させるための SDDC の準備 のすべての手順を完了していることを確認します。

n すべての vRealize Automation 仮想マシンが TLS 1.2 を使用するように構成されていることを確認します。
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https://docs.vmware.com/jp/vRealize-Automation/8.0/Using-and-Managing-Cloud-Assembly/GUID-630E86CD-AB6E-4E2F-A303-C6FF3D2C3B67.html
https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php


手順

1 vRealize Automation で、[インフラストラクチャ] - [エンドポイント] の順に選択します。

2 [新規] - [仮想] - [vSphere (vCenter Server)] の順に選択します。

3 vCenter Server の URL を https://fqdn/sdk の形式で指定します。

4 クラウドの管理者認証情報を指定します。

5 [接続をテスト] および [証明書の承認] をクリックします。

6 ファブリック グループを作成します。

a ファブリック管理者として、クラウド管理者を追加します。

b コンピューティング リソースにデフォルトの SDDC クラスタ Cluster-1 を追加します。

ファブリック グループの作成の詳細については、ファブリック グループの作成 を参照してください。

7 クラウド管理者がアクセスできるコンポーネントの予約を作成します。

オプション 説明

リソース プール Compute-ResourcePool

データストア WorkloadDatastore

仮想マシン & テンプレート フォルダ ワークロード

ネットワーク 前提条件の一部として作成した論理ネットワークを使用します

 

重要：   VMware Cloud on AWS では、vRealize Automation ビジネス グループにプロビジョニングされ

た仮想マシンは標準でないフォルダに配置されるため、vRealize Automation カスタム プロパティ 

VMware.VirtualCenter.Folder がワークロード フォルダ（[仮想マシン & テンプレート フォルダ]）を参照

するように設定する必要があります。vRealize Automation の カスタム プロパティ リファレンス を参照し

てください。

8 前提条件の一部として作成した論理ネットワークのネットワーク プロファイルを作成します。

ネットワーク プロファイルの作成の詳細は、ネットワーク プロファイルの作成 を参照してください。

9 ブループリントを作成します。

ブループリントの詳細については、サービス ブループリントをユーザーに提供する を参照してください。
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サービス通知とアクティビティ ログ 8
VMware は今後のメンテナンスや VMware Cloud on AWS サービスに影響するその他のイベントについて、ユ

ーザーに定期的に通知を送信しています。

通知ゲートウェイは、VMware Cloud on AWS からお客様に向けて送信されるすべての通知に対して、一元的な

統合ポイントとして機能します。この通知ゲートウェイは、メンテナンス通知、Elastic DRS のホストの追加イベン

ト、サブスクリプションの有効期限のリマインダ、VMware Site Recovery 通知など、Day 2 操作イベントやサ

ービス更新に関する最新情報を常に取得できるように設計されています。すべての通知のリストは VMware 
Cloud on AWS で利用できる通知で確認できます。

使用可能な通知チャネルには、E メール、VMware Cloud コンソール、vSphere Client、アクティビティ ログ ユ
ーザー インターフェイス、VMware Log Insight クラウドなどがあります。

システム停止やその他のサービス全体のイベントについては、VMware Cloud Services のステータス画面に表示

されます。詳細については、サービス ステータス ページの表示と購読を参照してください。

SDDC の展開、削除、アップグレード、メンテナンスなどのイベントの通知は、アクティビティ ログに記録されま

す。アクティビティ ログの表示を参照してください。

特定のユーザーを対象としたシステム停止、アップグレード、メンテナンスなどのイベントについても、VMware 
はすべての組織のオーナーおよびメンバーに E メール通知を送信します。これらの E メール通知を受信できるよう

にするには、E メールの許可リストに donotreply@vmware.com を追加します。

この章には、次のトピックが含まれています。

n アクティビティ ログの表示

n サービス ステータス ページの表示と購読

n VMware Cloud on AWS で利用できる通知

n 通知の設定

アクティビティ ログの表示

アクティビティ ログには、SDDC の展開や削除などの組織内の重要なアクションの履歴と、SDDC のアップグレー

ドやメンテナンスなどのイベントについて VMware から送信された通知の履歴が含まれています。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。
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2 [アクティビティ ログ] をクリックします。

エントリは、逆時系列順（一番上に最も新しいエントリ）に表示されます。

3 （オプション） タスクが失敗したことを示すエントリの場合は、クリックしてタスクを展開し、エラー メッセー

ジを表示できます。

サービス ステータス ページの表示と購読

VMware は、サービスの動作ステータスとメンテナンス スケジュールを status.vmware-services.io で公開して

います。

ステータス ページを購読すると、サービス ステータスをリアルタイムで伝える E メールまたは SMS 通知を受け取

ることができます。

手順

1 https://status.vmware-services.io にアクセスすると、サービス ステータス ダッシュ ボードとインシデン

ト情報が表示されます。

2 [Subscribe to Updates] をクリックします。

3 サービスの購読で希望する通知方法を選択します。

VMware Cloud on AWS で利用できる通知

次の表に、現在、VMware Cloud on AWS アクティビティ ログおよび vRealize Log Insight Cloud で使用可

能な通知イベントとアクティビティ イベントを示します。

通知設定で、E メール チャネルに用意されている通知を含めるか除外するかを設定する方法については、通知の設定

を参照してください。一部の通知は、デフォルトでは E メール チャネルに用意されていませんが、VMware サポー

トに連絡してオプトインを要求すると、E メール チャネルで使用できるようになります。

vRealize Log Insight Cloud の通知イベントおよびアクティビティ イベントの識別の詳細については、vRealize 
Log Insight Cloud サービスの使用を参照してください。

メンテナンス関連の通知

表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

メンテナンス変更ウィンドウの完

了

MaintenanceChangeWindo
wComplete

vCenter Server のアップグレ

ードが完了しています。（バージョ

ン 1.8 以前でのみ使用されます。）

可

メンテナンスの変更がキャンセル

されました

MaintenanceChangeCancel
ed

SDDC のスケジュール設定され

たアップグレードがキャンセルさ

れました。

可

ホストのパッチ適用の完了 HostPatchingComplete SDDC のアップグレードが完了

しました。（バージョン 1.8 以前

でのみ使用されます。）

可

DFC の重複排除がスケジュール

設定されました

DFC-DedupeScheduled SDDC に対する DFC の変更が

スケジュール設定されました。

可
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表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

DFC の重複排除開始 DFC-DedupeStart SDDC に対する DFC の変更が

開始されました。

可

DFC の重複排除完了 DFC-DedupeComplete SDDC に対する DFC の変更が

完了しました。

可

DFC の重複排除がキャンセルさ

れました

DFC-DedupeCanceled SDDC に対する DFC の変更が

キャンセルされました。

可

初期ロールアウトがスケジュール

設定されました

NSX-T-
InitialRolloutScheduling

SDDC のアップグレードがスケ

ジュール設定されました。（NSX 
を使用している場合は、バージョ

ン 1.8 以前でのみ使用されます。）

可

制御プレーン ウィンドウが起動

しました

NSX-T-
ControlPlaneWindowStarte
d

vCenter Server のアップグレ

ードが開始されました。（バージョ

ン 1.8 以前でのみ使用されます。）

可

ホスト ネットワークが開始され

ました

NSX-T-
HostNetworkingStarted

NSX のアップグレードが開始さ

れました。（バージョン 1.8 以前

でのみ使用されます。）

可

ホスト ネットワークの完了 NSX-T-
HostNetworkingComplete

NSX のアップグレードが完了し

ました。（バージョン 1.8 以前で

のみ使用されます。）

可

通知の再スケジュール NSX-T-
RescheduleNotification

SDDC のスケジュール設定され

たアップグレードが再スケジュー

ルされました。（NSX を使用して

いる場合は、バージョン 1.8 以前

でのみ使用されます。）

可

V2-RolloutScheduled V2-RolloutScheduled SDDC のアップグレードがスケ

ジュール設定されました。（バージ

ョン 1.9 以降で使用されます。）

可

V2-RolloutRescheduled V2-RolloutRescheduled SDDC のアップグレードが再ス

ケジュールされました。（バージョ

ン 1.9 以降で使用されます。）

可

V2-RolloutCancelled V2-RolloutCancelled SDDC のアップグレードがキャ

ンセルされました。（バージョン 

1.9 以降で使用されます。）

可

V2-Phase1Started V2-Phase1Started SDDC 制御プレーンのアップグ

レードが開始されました。（バージ

ョン 1.9 以降で使用されます。）

可

V2-Phase1Completed V2-Phase1Completed SDDC 制御プレーンのアップグ

レードが完了しました。（バージョ

ン 1.9 以降で使用されます。）

可

V2-Phase2Started V2-Phase2Started SDDC 内の ESXi ホストのアッ

プグレードが開始されました。（バ

ージョン 1.9 以降で使用されま

す。）

可
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表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

V2-Phase2Completed V2-Phase2Completed SDDC 内の ESXi ホストのアッ

プグレードが完了しました。（バー

ジョン 1.9 以降で使用されます。）

可

V2-Phase3Started V2-Phase3Started NSX Manager のアップグレー

ドが開始されました。（バージョン 

1.9 以降で使用されます。）

可

V2-Phase3Completed V2-Phase3Completed NSX Manager のアップグレー

ドが完了しました。（バージョン 

1.9 以降で使用されます）。

可

V2-MaintenanceDelayed V2-MaintenanceDelayed SDDC のアップグレードが遅延

しています。（バージョン 1.9 以
降で使用されます。）

可

AZ の障害シミュレーションを開

始しました

AZfailuresimulationtestingh
asstarted

ストレッチ クラスタで AZ の障

害シミュレーションを開始しまし

た。

可

AZ の障害シミュレーションが正

常に完了しました

AZfailuresimulationtestingc
omplete

ストレッチ クラスタで AZ の障

害シミュレーションが正常に完了

しました。

可

AZ の障害シミュレーションが例

外で完了しました

AZfailuresimulationtestingc
ompletedwithexceptions

ストレッチ クラスタで AZ の障

害シミュレーションが完了しまし

た。シミュレーション中に、一部

の仮想マシンをリカバリできませ

んでした。これらの仮想マシンに

正しいストレージ ポリシーが適

用され、リカバリ用の十分なリソ

ースがあることを確認してくださ

い。

可

SDDC アップグレード通知

表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

一時 ESX ホストの追加 VRTAddHostCompleted 一時ホストが各クラスタに正常に

追加されました。

不可

管理仮想マシンのバックアップ VRTBackupCompleted 管理仮想マシンのバックアップが

正常に完了しました。

不可

制御プレーンのアップグレード VRTControlPlaneUpgradeC
ompleted

制御プレーンのアップグレードが

正常に完了しました。

不可

データ プレーンの健全性チェッ

ク

VRTDataPlaneHealthCompl
eted

データ プレーンの健全性チェッ

クが正常に完了しました。

不可

データ プレーンのアップグレー

ド

VRTDataPlaneUpgradeCom
pleted

データ プレーンのアップグレー

ドが正常に完了しました。

不可

SDDC アップグレードの健全性

チェック

VRTHealthCheckCompleted SDDC アップグレードの健全性

チェックが正常に完了しました。

不可
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表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

ホスト ネットワークのアップグ

レード

VRTNetworkingUpgradeCo
mpleted

すべてのクラスタ内のホストのネ

ットワーク アップグレードが正

常に完了しました。

不可

NSX Controller のアップグレ

ード

VRTNSXControllersUpgrad
eCompleted

NSX Controller のアップグレ

ードが正常に完了しました。

不可

NSX Edge のアップグレード VRTNSXEdgesUpgradeCo
mpleted

NSX Edge のアップグレードが

正常に完了しました。

不可

NSX Manager のアップグレー

ド

VRTNSXManagerUpgradeC
ompleted

NSX Manager のアップグレー

ドが正常に完了しました。

不可

POP のアップグレード VRTPopUpgradeComplete
d

POP のアップグレードが正常に

完了しました。

不可

一時 ESX ホストの削除 VRTRemoveHostComplete
d

クラスタから一時ホストが正常に

削除されました。

不可

アップグレード バンドルのステ

ージング

VRTStagingCompleted アップグレード バンドルが正常

にステージングされました。

不可

UC のアップグレード VRTUCUpgradeCompleted NSX アップグレード コーディネ

ータが正常にアップグレードされ

ました。

不可

アップグレードの問題 VRTUpgradeFailed アップグレード中に問題が発生し

ました。VMware は問題の解決

に取り組んでいます。

不可

SDDC のアップグレードのメン

テナンス

VRTUpgradeMaintenanceC
ompleted

SDDC はメンテナンスが終了し

ています。

不可

vCenter のアップグレード VRTvCenterUpgradeCompl
eted

vCenter Server のアップグレ

ードが正常に完了しました。

不可

vCenter Server のアップグレ

ードが開始されました

VRTvCenterUpgradeStarte
d

vCenter Server のアップグレ

ードが開始されました。

不可

NSX Edge ダウンタイム VRTNSXEdgeUpgradeDow
ntime

{timestamp} のアップグレード

によるアクティブ エッジの変更。

不可

NSX Edge アップグレード ダウ

ンタイム

VRTNSXEdgeDowntime アクティブ エッジは、

{timestamp} に別のホストに移

行されました。

不可

NSX Edge のアップグレード VRTNSXEdgesUpgradeCo
mpleted

NSX Edge のアップグレードが

正常に完了しました。

不可

クラスタ内のすべてのホストのア

ップグレード

VRTClusterUpgradeComple
ted

{Cluster_name} 内のすべての

ホストのアップグレードが正常に

完了しました。

不可

ホストのアップグレード VRTClusterUpgradeProgres
s

{completed}/{total} のクラス

タでホストのアップグレードが正

常に完了しました。

不可
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表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

ホストのネットワーク アップグ

レード

VRTClusterNetworkingUpg
radeProgress

{cluster_name} のすべてのホ

ストのネットワーク アップグレ

ードが正常に完了しました。

不可

クラスタのネットワーク アップ

グレード

VRTClusterNetworkingUpg
radeCompleted

{Completed}/{total} のクラス

タ内のホストのネットワーク ア
ップグレードが正常に完了しまし

た。

不可

オートスケーラ/EDRS の通知

表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

SDDC コスト最適化の通知 ScaleInRecommendation クラスタ間の eDRS からのスケ

ールインの推奨事項。

可

大容量ストレージの使用量に関す

る警告

HighStorageConsumptionIn
ternal

vSAN クラスタのストレージ容

量が 70% を超えましたが、スケ

ールアウトのしきい値にはまだ達

していません。

可

eDRS: ホストの追加 (ストレー

ジ)
StorageScaleOut ストレージ容量が 80% に達した

後に、eDRS がホストを正常に追

加しました。

可

eDRS: ホストの追加 (ストレー

ジ)
StorageScaleOutWithReduc
tionThreshold

ストレージ容量が 80% に達した

後に、eDRS がホストを正常に追

加しました。ホストを削除するた

めのストレージ削減のガイダンス

が含まれています。

可

1 ノードの計画されたメンテナン

ス

OneNodePlannedMaintena
nce

1 ノードの SDDC に計画された

メンテナンスを行うと、SDDC が
削除されます。SDDC が失われ

ないようにするには、ホストを追

加してください。

可

eDRS: ホストの追加 (CPU) CpuScaleOut CPU 使用率が 90% に達した後

に、eDRS がホストを正常に追加

しました。

可

eDRS: ホストの追加 (メモリ) MemoryScaleOut メモリ使用率が 80% に達した後

に、eDRS がホストを正常に追加

しました。

可

eDRS: ホストの上限に達しまし

た

EdrsReachedMaximumHost
Limit

eDRS がホストの上限に達しま

した。

可

eDRS: ホストの上限を超えまし

た

EdrsExceededMaximumHo
stLimit

eDRS がホストの上限を超えま

した。

可

ホストの問題が検出されました HostIssueDetected オートスケーラが ESXi ホストの

問題を検出しました。

オプトインについては、サポート

にお問い合わせください。

ホストが正常に置き換えられまし

た

ReplaceHostSuccessful 問題が発生していた ESXi ホスト

が置き換えられました。

オプトインについては、サポート

にお問い合わせください。
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表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

ホストが正常に修正されました RemediateHostSuccessful 問題が発生していた ESXi ホスト

が修正されました。

オプトインについては、サポート

にお問い合わせください。

計画メンテナンス：開始 PlannedMaintenanceStarte
d

計画メンテナンス アクティビテ

ィが開始されました。

オプトインについては、サポート

にお問い合わせください。

一般的な組織の通知

表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

30 日以内にサブスクリプション

の期限が切れます

expiringSubscription30Day
s

期限切れが近いサブスクリプショ

ンに対処するためのリマインダで

す。

可

60 日以内にサブスクリプション

の期限が切れます

expiringSubscription60Day
s

期限切れが近いサブスクリプショ

ンに対処するためのリマインダで

す。

可

今日付けで期限が切れるサブスク

リプションのリマインダ

expiringSubscriptionToday 期限切れが近いサブスクリプショ

ンに対処するためのリマインダで

す。

不可

4 日目に AWS アカウントをリ

ンクするためのリマインダ

starshot-
awsAccountLinkingDay4

単一ホストの SDDC ユーザーが

アカウントのリンクを完了するた

めのリマインダです。

可

13 日目に AWS アカウントをリ

ンクするためのリマインダ

starshot-
awsAccountLinkingDay13

単一ホストの SDDC ユーザーが

アカウントのリンクを完了するた

めのリマインダです。

可

28 日目に AWS アカウントをリ

ンクするためのリマインダ

starshot-
awsAccountLinkingDay28

単一ホストの SDDC ユーザーが

アカウントのリンクを完了するた

めのリマインダです。

可

本日期限切れになる単一ホスト ExpiringSingleHost_0Day 単一ホストの SDDC が期限切れ

になり、その日に環境から削除さ

れることを通知します。

可

2 日後に期限切れになる単一ホス

ト

ExpiringSingleHost_2Days 単一ホストの SDDC が期限切れ

になり、2 日後に環境から削除さ

れることを通知します。

可

7 日後に期限切れになる単一ホス

ト

ExpiringSingleHost_7Days 単一ホストの SDDC が期限切れ

になり、7 日後に環境から削除さ

れることを通知します。

可

7 日後に期限切れになる SPP フ
ァンド

ExpiringSPPfund_7Days_w
ith_other_funds

SPP ファンドが期限切れになり、

7 日後に残りのクレジットが失わ

れる可能性があることを通知しま

す。

可

7 日後に期限切れになる SPP フ
ァンド

ExpiringSPPfund_7Days_w
ithout_other_funds

SPP ファンドが期限切れになり、

7 日後に残りのクレジットが失わ

れる可能性があることを通知しま

す。

可
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表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

30 日後に期限切れになる SPP 
ファンド

ExpiringSPPfund_30Days_
with_other_funds

SPP ファンドが期限切れになり、

30 日後に残りのクレジットが失

われる可能性があることを通知し

ます。

可

30 日後に期限切れになる SPP 
ファンド

ExpiringSPPfund_30Days_
without_other_funds

SPP ファンドが期限切れになり、

30 日後に残りのクレジットが失

われる可能性があることを通知し

ます。

可

60 日後に期限切れになる SPP 
ファンド

ExpiringSPPfund_60Days_
with_other_funds

SPP ファンドが期限切れになり、

60 日後に残りのクレジットが失

われる可能性があることを通知し

ます。

可

60 日後に期限切れになる SPP 
ファンド

ExpiringSPPfund_60Days_
without_other_funds

SPP ファンドが期限切れになり、

60 日後に残りのクレジットが失

われる可能性があることを通知し

ます。

可

Site Recovery 通知

表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

Site Recovery - SSL 証明書の

置換が開始しました

Draas-
SSLCertificateRenew-
started

VMware Site Recovery は、

SDDC 内の SRM および VR ア
プライアンスの SSL 証明書の置

換を開始しました。

可

Site Recovery - SSL 証明書の

置換が開始しました

Draas-
SSLCertificateRenew-
started-vmc-only

VMware Site Recovery は、

SDDC 内の SRM および VR ア
プライアンスの SSL 証明書の置

換を開始しました。

可

Site Recovery - SSL 証明書の

置換が完了しました

Draas-
SSLCertificateRenew-
completed

VMware Site Recovery は、

SRM および VR アプライアンス

の SSL 証明書の置換を完了しま

した。VR ペアリングの標準状態

をリカバリするには、リモート（オ

ンプレミス）DR サイトでお客様

が対処する必要があります。

可

Site Recovery - SSL 証明書の

置換が完了しました

Draas-
SSLCertificateRenew-
completed-vmc-only

VMware Site Recovery は、

SRM および VR アプライアンス

の SSL 証明書の置換を完了しま

した。VR ペアリングの標準状態

をリカバリするには、リモート（オ

ンプレミス）DR サイトでお客様

が対処する必要があります。

可
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表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

Site Recovery - スケジュール

設定された SSL 証明書の置換

Draas-SSLCertificateRenew これは、VSR メンテナンス アク

ティビティ（SRM および VR ア
プライアンスの SSL 証明書の置

換）について警告する通知です。

メンテナンスが開始する 7 日以上

前に送信されます。通常、このよ

うなメンテナンスの所要時間は 

30 分未満であり、目に見える影

響は SRM および VR プロセス

が再起動されることです（通常は 

2 分未満）。メンテナンス後に 

VR ペアリングの標準状態をリカ

バリするには、リモート（オンプ

レミス）DR サイトでお客様が対

処する必要があります。（既存のレ

プリケーションは影響を受けない

ため、お客様のワークロードは保

護されたままになります。）

何らかの理由で、スケジュール設

定された時刻にメンテナンスを実

行できない場合は、Draas-
SSLCertificateRenew-
canceled 通知が送信されます。

通常はこの通知に対するフォロー

アップが行われ、新しいメンテナ

ンスがスケジュール設定されま

す。

SRM および VR アプライアンス

の SSL 証明書の有効期限が切れ、

VMware Site Recovery によ

ってこれらの証明書の置換がスケ

ジュール設定されています。

可
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表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

Site Recovery - スケジュール

設定された SSL 証明書の置換

Draas-
SSLCertificateRenew-vmc-
only

これは、VSR メンテナンス アク

ティビティ（SRM および VR ア
プライアンスの SSL 証明書の置

換）について警告する通知です。

メンテナンスが開始する 7 日以上

前に送信されます。通常、このよ

うなメンテナンスの所要時間は 

30 分未満であり、目に見える影

響は SRM および VR プロセス

が再起動されることです（通常は 

2 分未満）。メンテナンス後に 

VR ペアリングの標準状態をリカ

バリするには、リモート（オンプ

レミス）DR サイトでお客様が対

処する必要があります。（既存のレ

プリケーションは影響を受けない

ため、お客様のワークロードは保

護されたままになります。）

何らかの理由で、スケジュール設

定された時刻にメンテナンスを実

行できない場合は、Draas-
SSLCertificateRenew-
canceled 通知が送信されます。

通常はこの通知に対するフォロー

アップが行われ、新しいメンテナ

ンスがスケジュール設定されま

す。

SRM および VR アプライアンス

の SSL 証明書の有効期限が切れ、

VMware Site Recovery によ

ってこれらの証明書の置換がスケ

ジュール設定されています。

可

Site Recovery - SSL 証明書の

置換がキャンセルされました

Draas-
SSLCertificateRenew-
canceled

VMware Site Recovery は、

SRM および VR アプライアンス

の SSL 証明書にスケジュール設

定された置換をキャンセルしまし

た。

可

Site Recovery - スケジュール

設定されたアップグレードが開始

されました

Draas-upgrade-start VMware Site Recovery はス

ケジュール設定されたアップグレ

ードを開始しました。

可
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表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

Site Recovery - スケジュール

設定されたアップグレード

Draas-upgrade-planned VMware Site Recovery は 7 
日後にアップグレードすることを

スケジュール設定しました。お客

様は、アップグレードの再スケジ

ュールまたはキャンセルを回避す

るために、SRM リカバリ プラン

がアップグレード可能な状態であ

ることを確認する必要がありま

す。

これは、VSR メンテナンス アク

ティビティ（SRM および VR ア
プライアンスのアップグレード）

について警告する通知です。メン

テナンスが実際に開始する 7 日以

上前に送信されます。通常、アッ

プグレードは 30 分以内で完了し

ますが、問題があった場合にトラ

ブルシューティングや修正を行え

るように、メンテナンス時間帯に

は 4 時間が予約されています。

VSR のアップグレードが SDDC 
のアップグレード時間帯と重複し

てはなりません。また、VSR のア

ップグレードが SDDC の VSR 
関連機能に影響することはありま

せん。ユーザーが実際に目で確認

できる影響は、SRM と VR の再

起動ですが、この処理には 2 分か

かりません。メンテナンスの前に

お客様が対処する必要がありま

す。お客様は、SRM リカバリ プ
ランがアップグレード可能な状態

になっていることを確認する必要

があります。メンテナンスの時点

でこの条件が満たされていない場

合、メンテナンスは再スケジュー

ルされるか、キャンセルされます。

お客様は、オンプレミス 

SRM/VR バージョンが、展開対

象のクラウド SRM/VR バージ

ョンと互換性のあるバージョンに

アップグレードされることも確認

する必要があります。

可

VMware Cloud on AWS 運用ガイド

VMware, Inc. 149



表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

Site Recovery - アップグレー

ドがスケジュールされました - 
8.2 ポートの変更

Draas-upgrade-
planned-82portchange

VMware Site Recovery は 7 
日後にアップグレードすることを

スケジュール設定しました。お客

様は、アップグレードの再スケジ

ュールまたはキャンセルを回避す

るために、SRM リカバリ プラン

がアップグレード可能な状態であ

ることを確認する必要がありま

す。これは、VMware Site 
Recovery をバージョン 8.1 か
ら 8.3 にアップグレードする場

合にのみ発生します。

可

Site Recovery - アップグレー

ドが再スケジュールされました

Draas-upgrade-replanned VMware Site Recovery は別

の日付にアップグレードのスケジ

ュールを再設定しました。

可

Site Recovery - スケジュール

設定されたアップグレードが完了

しました

Draas-upgrade-finish VMware Site Recovery はス

ケジュール設定されたアップグレ

ードを完了しました。

可

Site Recovery - スケジュール

設定されたアップグレードがキャ

ンセルされました

Draas-upgrade-cancel VMware Site Recovery はス

ケジュール設定されたアップグレ

ードをキャンセルしました。

可

Site Recovery - オンプレミス

のアップグレード

Draas-upgrade-paired-on-
prem

SRM 8.1 以降のオンプレミス サ
イトとペアリングされた SDDC 
の VMware Site Recovery を 

8.3 にアップグレードすることの

通知。

可

Site Recovery - vmc(820) の
アップグレード

Draas-upgrade-paired-
vmc-820

別の VMC on AWS SDDC と
ペアリングされた SDDC の 

VMware Site Recovery を 

8.3 にアップグレードすることの

通知。

可

Site Recovery - オンプレミス 

(820) のアップグレード

Draas-upgrade-paired-on-
prem-820

SRM 8.2 のオンプレミス サイト

とペアリングされた SDDC の 

VMware Site Recovery を 

8.3 にアップグレードすることの

通知。

可

Site Recovery - vCenter 
Server 証明書の更新が完了しま

した

Draas-VC-cert-replaced-vr-
pairing-needs-reconfigure

VMC on AWS SDDC の 

PSC/vCenter Server 証明書の

更新が実行されました。

可
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VMC オペレータ通知

表示名 テンプレート ID 説明 E メール チャネル

SDDC SSL 証明書の置き換え SddcSSLCertificationReplac
ement

SDDC に対して、vCenter 
Server と NSX の SSL 証明書

の更新期間がスケジュール設定さ

れています。

可

単一ホスト SDDC の障害 Single_Host_SDDC_Failur
e

単一ホストの SDDC のホスト障

害通知。

可

ストレージ使用レベルによるホス

トの追加

StorageScaleout_Compone
nt_Usage

vSAN コンポーネント数が 90% 
に達すると追加されるホスト。

可

アクティビティ イベント

表示名 テンプレート ID

クラスタの追加 CLUSTER-CREATE

SDDC の展開 SDDC-PROVISION

クラスタの削除 CLUSTER-DESTROY

ESX ホストの削除 ESX-DELETE

SDDC の削除 SDDC-DELETE

ESX ホストのプロビジョニング ESX-PROVISION

マルチ AZ SDDC のプロビジョニング MULTI-AZ-SDDC-PROVISION

単一ホストからの SDDC のスケールアップ SDDC-CONVERT

Multi-AZ クラスタの追加 マルチ AZ クラスタの作成

サブスクリプションの作成 CREATE-OFFER-SUBSCRIPTION

AWS アカウントのリンク ACCOUNT-LINK

POP の SSH アクセスを削除 DELETE_POP_SSH_ACCESS_TASK_TYPE

POP の SSH アクセスの更新 UPDATE_SSH_ACCESS_TASK_TYPE

vCenter Server の委任ユーザーの更新 UPDATE_VCENTER_DELEGATED_USER_TASK

管理仮想マシンを更新しています MANAGEMENT-VM

vCenter Server の委任ユーザーの削除 DELETE_VCENTER_DELEGATED_USER_TASK

POP の SSH アクセスを追加 ADD_POP_SSH_ACCESS_TASK_TYPE

委任された vCenter Server ユーザーの作成 CREATE_DELEGATED_VCENTER_USER_TASK

SDDC グループの作成 SDDC_GROUP_CREATE_TASK_TYPE

SDDC グループの更新 SDDC_GROUP_UPDATE_TASK_TYPE
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表示名 テンプレート ID

SDDC グループの削除 SDDC_GROUP_DELETE_TASK_TYPE

SDDC メンバーがグループに追加されました SDDC_GROUP_MEMBER_ADDITION_TASK_TYPE

SDDC メンバーがグループから削除されました SDDC_GROUP_MEMBERS_DELETION_TASK_TYPE

Direct Connect ゲートウェイのグループへの追加 SDDC_GROUP_ON_PREM_CONNECTIVITY_PROPOSA
L_TASK_TYPE

グループからの Direct Connect Gateway の削除 SDDC_GROUP_ON_PREM_CONNECTIVITY_DELETE_T
ASK_TYPE

外部 AWS アカウントの追加 SDDC_SHARE_CONNECTOR_TASK_TYPE

外部 AWS アカウントの削除 SDDC_SHARE_CONNECTOR_DELETE_TASK_TYPE

外部添付ファイルの更新 EXTERNAL_L3_CONNECTION_TASK_TYPE

通知の設定

すべての通知はコンソールの [アクティビティ ログ] に表示されます。環境設定を使用して、E メールで受信する通

知を選択できます。

すべての通知のリストは VMware Cloud on AWS で利用できる通知で確認できます。

手順

1 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

2 左側のナビゲーションにある環境設定アイコンをクリックします。

3 E メールで受信する通知を選択します。

n 通知カテゴリの横にあるチェック ボックスをオンにすると、そのカテゴリのすべてのイベントに関する通知

を E メールで受信できます。

n カテゴリを展開して個々のチェック ボックスを選択すると、個々のイベントに関する通知を受信できます。

4 [変更の保存] をクリックして、変更を保存します。
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トラブルシューティング 9
VMware Cloud on AWS 環境に関するヘルプおよびサポートはさまざまなかたちで提供されています。

このセクションでは、多数の既知の問題と問題解決に役立つ回避策を記載しています。

この章には、次のトピックが含まれています。

n サポートを依頼

n VMware Cloud on AWS に接続できない

n vCenter Server に接続できない

n SDDC の作成時にサブネットを選択できない

n 変更したパスワードを vCenter Server へのログイン ページにコピーできない

n コンピューティング ワークロードが、ポリシーベースの VPN を経由してオンプレミスの DNS サーバにアクセ

スできない

サポートを依頼

VMware Cloud on AWS ユーザーは、[VMware Cloud Services] コンソールを開くことでサポートを受けるこ

とができます。

手順

1 VMware にサポートを依頼する前に、SDDC のサポート情報を準備します。

a https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

b [インベントリ] - [SDDC] の順にクリックし、SDDC カードを選択して [詳細表示] をクリックします。

c [サポート] をクリックして、サポート情報を表示します。

2 VMware Cloud Services 製品内サポートの利用に関する詳細については、サポートの利用方法を参照してく

ださい。

VMware Cloud on AWSに接続できない

VMware, Inc. 153

https://vmc.vmware.com
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-services/services/Using-VMware-Cloud-Services/GUID-E4DC731F-C039-4FB2-949E-9A61584CD5BF.html


問題

VMware Cloud on AWS のリソースへの接続で問題が発生する可能性があります。例：

n VMware Cloud コンソールにログインしても空白の画面のみが表示される。

n または vSphere Client にログインすると、ユーザー名とパスワードが必要です というエラー メッセージが表示され

る。

原因

これは、サイトの Cookie に関連した問題によるエラーです。

解決方法

u ブラウザでサイトの Cookie を削除するか、シークレット ウィンドウやプライベート ブラウズ ウィンドウを開

くことで、この問題を解決することができます。

オプション 説明

Cookie を削除する 使用しているブラウザで求められる手順を実行してください。対象の Cookie のみを削除す

る場合は、名前に「vmware」と「vidm」を含む Cookie を削除します。

n Google Chrome：https://support.google.com/chrome/answer/95647 を参

照してください。

n Mozilla Firefox：https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-
remove-info-websites-stored を参照してください。

n Microsoft Internet Explorer：https://support.microsoft.com/en-us/help/
17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies を参照してくださ

い。

n Microsoft Edge：https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/
microsoft-edge-view-delete-browser-history を参照してください。

n Safari：https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US を参照してく

ださい。

シークレット ウィンドウまたはプライベート 

ブラウズ ウィンドウを開く

使用しているブラウザで求められる手順を実行してください。

n Google Chrome：[メニュー] ボタンをクリックし、[シークレット ウィンドウ] を選択

します。

n Mozilla Firefox：[メニュー] ボタンをクリックし、[新しいプライベート ウィンドウ] を
選択します。

n Microsoft Internet Explorer：[ツール] ボタンをクリックし、[セーフティ] - 
[InPrivate 参照] の順に選択します。

n Microsoft Edge：[詳細] アイコンをクリックし、[新しい InPrivate ウィンドウ] を選

択します。

n Safari：[ファイル] - [新規プライベートウインドウ] の順に選択します。

 

vCenter Serverに接続できない

SDDC の vSphere Client インターフェイスに接続できません。

問題

vCenter Server に接続する vSphere Client インターフェイスを開くために [接続] タブにあるリンクをクリック

すると、サイトに接続できないというメッセージがブラウザで表示されます。
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原因

デフォルトの管理ゲートウェイ ファイアウォールでは、インターネットと vCenter Server 間のすべてのトラフィ

ックを拒否するように設定されています。適切なファイアウォール ルールが設定されていることを確認します。

解決方法

u 次のファイアウォール ルールを作成します。

表 9-1. vCenter Server へのアクセスに必要なファイアウォール ルール

使用事例 サービス 送信元 宛先

vCenter Server へのインター

ネットからのアクセスの提供。

一般的な vSphere Client アク

セスおよび vCenter Server 
の監視に使用します。

HTTPS パブリック IP アドレス vCenter Server

vCenter Server への VPN ト
ンネルを経由したアクセスの提

供。

管理ゲートウェイ VPN、ハイブ

リッド リンク モード、コンテン

ツ ライブラリに必要です。

HTTPS オンプレミス データセンターか

らの IP アドレスまたは CIDR 
ブロック

vCenter Server

Active Directory、Platform 
Services Controller、コンテ

ンツ ライブラリなどのオンプレ

ミス サービスへの、クラウド 

vCenter Server からのアクセ

スの提供。

任意 vCenter オンプレミス データセンターか

らの IP アドレスまたは CIDR 
ブロック

SDDC の作成時にサブネットを選択できない

SDDC の作成時に AWS アカウントに接続するために VPC とサブネットを接続すると、サブネットを選択できま

せん。

問題

SDDC の展開には、ユーザーの AWS アカウントから SDDC に接続する VPC とサブネットを選択する手順が含ま

れます。このプロセスでサブネットを選択できない場合があります。ユーザー インターフェイスに表示されるメッ

セージは、SDDC を作成する AWS アベイラビリティ ゾーン (AZ) とリージョンに、適切なサブネットがないこと

を表します。

原因

SDDC を展開する予定のアベイラビリティ ゾーン (AZ) で作成したサブネットを選択する必要があります。作成し

たサブネットが 1 つだけで、そのサブネットが VMware Cloud on AWS をサポートしている AZ にない場合、こ

のメッセージが表示されます。
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解決方法

1 Software-Defined Data Center (SDDC) の展開と管理の推奨事項に従って、SDDC を作成する AWS リー

ジョンのすべての AZ にサブネットを作成します。

2 VMC コンソールからの SDDC の展開の、サブネットの選択手順をもう一度実行します。

変更したパスワードを vCenter Server へのログイン ページにコピ
ーできない

問題

vSphere Client から vCenter Server システムの cloudadmin@vmc.local を変更しました。変更後のパスワ

ードを思い出せないため、デフォルトの vCenter Server の認証情報ページのコピー アイコンを使用し、VMware 
vCenter Single Sign-On ログイン画面にこのパスワードを貼り付けました。しかし、ログイン プロセスが失敗し

ます。

原因

vSphere Client から SDDC のパスワードを変更すると、新しいパスワードとデフォルトの vCenter Server の認

証情報ページに表示されるパスワードは同期されません。ページでは、デフォルトの認証情報のみが表示されます。

認証情報を変更した場合、新しいパスワードの保管と管理はユーザーの責任となります。

解決方法

テクニカル サポートに連絡し、パスワードの変更を要求します。サポートを依頼を参照してください。

コンピューティング ワークロードが、ポリシーベースの VPN を経由
してオンプレミスの DNS サーバにアクセスできない

オンプレミス接続にポリシーベースの VPN を使用している SDDC のワークロード仮想マシンは、オンプレミスの 

DNS サーバにアクセスできません。

問題

ポリシーベースの VPN を使用して VMware Cloud on AWS SDDC をオンプレミスの SDDC に接続し、

SDDC ネットワークの仮想マシンからオンプレミス ネットワークの IP アドレスに対して ping を実行できますが、

ワークロード仮想マシンはオンプレミスの DNS サーバにアクセスできません。

原因

この問題は、オンプレミスの SDDC へのポリシーベースの VPN 接続が DNS 要求を許可するように構成されてい

ない場合に発生します。
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解決方法

1 ルートベースの VPN または Direct Connect を使用してオンプレミス接続を構成することができる場合、残

りの手順は省略できます。

オンプレミス接続としてポリシーベースの VPN を使用する必要がある場合は、VPN トンネルの SDDC 側を

構成して、VPN 経由の DNS 要求を許可します。

2 https://vmc.vmware.com から VMware Cloud コンソール にログインします。

3 [インベントリ] - [SDDC] の順にクリックし、SDDC カードを選択して [詳細表示] をクリックします。

4 [NSX Manager を開く] をクリックし、SDDC の [設定] 画面に表示されている [NSX Manager 管理者ユー

ザー アカウント] を使用してログインします。

このワークフローでは、VMware Cloud コンソールの [ネットワークとセキュリティ] タブを使用することも

できます。NSX Manager による SDDC ネットワーク管理を参照してください。

a [ネットワーク] - [VPN] - [ポリシー ベース] の順に選択します。

b VPN の縦の省略記号アイコンをクリックし、[VPN の編集] を選択します。

c [ローカル ネットワーク] ドロップダウンで、[cgw-dns-network] を選択します。

d [保存] をクリックします。

5 ローカル ゲートウェイ IP アドレスに加え、local_gateway_ip/32 への接続のオンプレミス側トンネルを構

成します。これにより、DNS 要求を VPN 経由でルーティングできます。
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