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はじめに  

このホワイトペーパーは、VMware Cloud Director（VCD）または VMware Cloud Director Service（CDS）で管理するマルチテナント

環境においてリモート アクセス VPN ソリューションを提供することに関心のある VCPP クラウド プロバイダーを対象としています。以下

のコンテンツでは、設計と導入の手順について説明するとともに、テナントが実行するアクションとクラウド プロバイダーが実行するアク

ションとを明確に区別して示します。提供可能なマネージド サービスとセルフサービスの両方を対象としています。 

仮想プライベート ネットワーク（VPN）は、暗号化接続を通じてトラフィック トンネリングを提供し、データ送信中の盗み見や改ざんを

防止します。VMware NSX® Data Center for vSphere® には、リモート ユーザーが組織の仮想データセンターにあるプライベート ネット

ワークやアプリケーションに安全に接続できるリモート アクセス VPN 機能（SSL VPN-Plus）が備わっています。 

VMware NSX-T Data Center は、サイト間 VPN のみをサポートしています。この制限により、プロバイダーやテナントは、必要な機能

とサポートの組み合わせによっては、オープンソースや商用などの代替ソリューションを選択する必要があります。こうしたソリューション

の例には、OpenVPN や WireGuard などがあります。この導入ガイドは、テナント管理者がそれらのソリューションを代替として導入し、

NSX-T Data Center を基盤とする組織の仮想データセンターに安全なアクセスを提供できるようにするための手順について説明します。 

こうしたソリューションを利用するための手順は、採用する VPN ソリューションには依存しません。ここで提案する実装方法では、コン

ポーネントを手動で導入し、VMware Cloud Director から別途管理するようにします。 

注：NSX-V SSL VPN-Plus の機能は本ドキュメントでは説明しませんが、NSX-V を基盤とする組織 VDC 向けに現在もサポートされてい

ます。 

免責事項 

VMware は、特定のサードパーティ製ユーティリティを支持、推奨、サポートするものではありません。 

このドキュメントは、NSX SSL VPN-Plus の代替ソリューションを選定することを目的としているのではなく、サードパーティ製ソフト

ウェアを使用して、VMware Cloud Director の組織 VDC にリモート アクセス VPN を提供するために必要な手順を説明することを目的と

しています。そのため、次のようなトピックは、このドキュメントの範囲外となります。 

• VPN サーバとクライアントの構成の組み合わせと導入手順は、オペレーティング システム、セキュリティ ポリシー、トポロジーなど

の複数の要因によって異なる場合があります。 

• ユーザー インターフェイスは両方のソリューションに存在しますが、そのインストール方法や使用方法についてはこのドキュメント

の範囲外です。 

ネットワークとセキュリティに関する一般的な知識と VMware Cloud Director のコンセプトについての理解も必要となります。 

仮想プライベート ネットワーク 

仮想プライベート ネットワーク（VPN）は、プライベート ネットワークをパブリック ネットワークに拡張し、コンピューティング デバイス

がプライベート ネットワークに直接接続されているかのように、ユーザーとアプリケーションが共有ネットワークやパブリック ネットワーク

でデータの受送信を行えるようにします。VPN には、サイト間 VPN とリモート アクセス VPN の 2 種類があります。 

• サイト間 VPN：サイト間 VPN（別名：ルータ間 VPN）とは、暗号化トンネルを使用した 2 つ以上のネットワーク間の接続を示し

ます。主な使用目的は、専用の常時接続が必要な複数の物理的な場所にあるネットワークを接続することです。これは、通常、

ネットワーク機器間の常時接続として設定されます。VMware NSX-T Data Center は、IPSec VPN とレイヤー 2 VPN をサポート

しています。 

o Internet Protocol Security（IPSec）VPN は、エンドポイントと呼ばれる IPSec ゲートウェイを使用して、パブ

リック ネットワーク上で接続された 2 つのネットワーク間を流れるトラフィックのセキュリティを確保します。 

https://docs.vmware.com/jp/VMware-NSX-T-Data-Center/3.0/administration/GUID-DF689847-252E-451E-84B5-DB507CC010AC.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-NSX-T-Data-Center/3.0/administration/GUID-86C8D6BB-F185-46DC-828C-1E1876B854E8.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-NSX-T-Data-Center/3.0/administration/GUID-86C8D6BB-F185-46DC-828C-1E1876B854E8.html
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o レイヤー 2 VPN（L2 VPN）を使用すると、同じブロードキャスト ドメインにある複数のサイトにレイヤー 2 ネット

ワークを延伸できます。 

• リモート アクセス VPN：リモート アクセス VPN はネットワークの境界をリモート エンドポイントに拡張します。個々のリモート 

ユーザーが、VPN クライアント ソフトウェアを使用して、インターネットにつながるあらゆる場所からプライベート ネットワーク

に安全に接続できます。VPN クライアントは、通常、Windows、Mac、Linux オペレーティング システムに加え、スマートフォン

（Android、iPhone）でも使用でき、ユーザーは安全に接続されたコンピューター経由で VPN を使用できます。 

 

 

図 1：リモート アクセス VPN の概要 

VMware Cloud Provider Platform におけるリモート アクセス VPN 

VMware Cloud Director は業界をリードするクラウド サービス デリバリ プラットフォームであり、世界有数のクラウド プロバイダーが、

実績のあるクラウド サービス ビジネスの運用や管理に使用しています。VMware Cloud Director を使用すると、クラウド プロバイダー

は、世界中の多数の企業や IT 部門にセキュアで効率性と柔軟性に優れたクラウド リソースを提供できます。 

VMware Cloud Director Service は、VMware Cloud on AWS SDDC のマルチテナント サポートを提供する VMware Cloud Director の 

SaaS 実装です。VMware Cloud Director Service は、Cloud Partner Navigator を介して VMware Cloud Provider に提供される、独自

の差別化された SaaS ソリューションです。VMware Cloud Provider はこのサービスを活用して、新しいサービスの提供、自社サービス

の差別化、効率の向上、サービスのグローバル展開を実現し、お客様の VMware Cloud on AWS 導入を支援できます。 

VMware Cloud Director と VMware Cloud Director Service は、分離されたセキュアなマルチテナント環境にお客様がワークロードを導入

できるようにします。一方、お客様は、運用、メンテナンス、ライフサイクル管理、トラブルシューティングなどのために仮想マシンにアク

セスする必要があります。 

1 つの方法は、必要なアクセス ポート（SSH、リモート デスクトップなど）にさまざまなファイアウォール ルールと NAT ルールを定義す

ることですが、アクセスする仮想マシンやサービスの数が増えるとともに、管理オーバーヘッドも増加します。もう 1 つの方法は、サイト

間 VPN をオンプレミス ネットワークと組織 VDC 内の VMware NSX-T Deta Center Edge Gateway で構成することです。 

このドキュメントで説明されている方法は、リモート アクセス VPN ソリューションを使用することですが、これには次のようなさまざま

なメリットがあります。 

• あらゆる場所からジャンプ ボックスを使用することなく、インターネットに公開せずに、組織 VDC の仮想マシンに安全に 

アクセスできます。 

• NAT 環境で使用するパブリック IP の数を制限できます。 

• 組織 VDC に開かれるポートの数を制限できます。 

• お客様が使い慣れたソフトウェアを使用し続けることができます（ツールの変更が不要）。 
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トポロジー 

このドキュメントで推奨されている実装を使用すれば、テナント管理者がテナント ポータルから好みの VPN ソリューションを導入するこ

とも、クラウド プロバイダーがマネージド サービスとしてこの機能を提供することもできます。 

VMware Cloud Director と VMware Cloud Director Service はいずれも、このドキュメントの対象です。VPN ソリューションの一般的な

概念と推奨トポロジーは似ているものの、このドキュメントでは別々に扱います。 

VPN クライアントは、インターネットから接続される個々のエンドポイントに設定することも、オンプレミス データセンター内に配置す

ることもできます。このガイドでは、確立される VPN トンネル エンドポイントに対してクライアントの送信ポートが開かれていることを

前提としています。 

下の図は、このドキュメントのデモ ソリューションを論理的に表したものです。ただし、VMware Cloud Director では、幅広い実装方法

が可能なため、実際の実装は異なる場合があります。 

 

図 2：VMware Cloud Director 上のリモート アクセス VPN ソリューションのトポロジー 

VMware Cloud Director Service のネットワークとマルチテナント アーキテクチャは、ホワイトペーパー『VMware Cloud Director Service 

によるマルチテナンシー』で詳しく説明されています。 

https://bit.ly/3jVaMpk
https://bit.ly/3jVaMpk
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図 3：VMware Cloud Director Service 上のリモート アクセス VPN ソリューションのトポロジー 

実装ワークフロー 

このセクションでは、お客様がオンプレミスの VMware Cloud Director インスタンスまたは VMware Cloud Director Service のいずれかで

実行している仮想マシンにリモート アクセス VPN サーバを実装できるようにするための、一般的な構成タスクの手順について説明します。

ただし、実際の実装は、ご使用の環境によって異なる場合があります。 

次の表は、ソリューションの実装に必要なタスクの概要と、その対象を示しています。 

タスク プラット
フォーム 

場所 説明 

要件 VCD/CDS 該当なし 実装を開始する前に、プラットフォームが正常な状態にある
ことを確認する。 

VPN サーバ VCD/CDS テナント ポータル ルーティングされた組織 VDC ネットワーク上でリモート  
アクセス ソリューションを実行する仮想マシンを導入する。 

Edge Gateway：NAT VCD/CDS テナント ポータル NSX-T Edge Gateway に NAT ルールを設定し、外部ネット
ワークから VPN サーバへのトラフィックをマッピングする。 

Edge Gateway：ファイア
ウォール 

VCD/CDS テナント ポータル NSX-T Edge Gateway ファイアウォールを構成し、受信 VPN 
トラフィックを許可および保護する。 

分散ファイアウォール VCD/CDS テナント ポータル （オプション）関係する仮想マシンやネットワークで分散
ファイアウォールが有効になっている場合は、VPN トラ
フィックを許可するルールを作成する。 

パブリック IP のリクエスト CDS VMC on AWS  
コンソール 

新しい パブリック IP をリクエストする。 
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タスク プラット
フォーム 

場所 説明 

インターネット NAT ルール CDS VMC on AWS  
コンソール 

お客様の外部 IP 用にインターネット NAT ルールを作成 
する。 

インターネット  ファイア
ウォール 

VCD/CDS 該当なし （オプション）必要な場合は、追加のファイアウォール（存在
する場合）で受信 VPN トラフィックを許可する。 

リモート アクセスの設定 VCD/CDS 該当なし リモート アクセス VPN ソリューションを導入し、構成する。 

表 1：実装プランの概要 

共通の手順 

このセクションでは、NSX-T ベースの両方のプラットフォーム（VMware Cloud Director と VMware Cloud Director Service）で共通な

初期手順について説明します。適用するアクションはテナント ポータルから実行します。これらのアクションにより、両方のプラットフォーム

に同一の機能セットが提供されます。 

プロバイダーとテナントのいずれのネットワーク管理者でも、NSX-T Data Center Edge Gateway を構成できます。 

NSX-T Edge Gateway の NAT ルールの作成 

NAT ルールは、お客様に割り当てられた外部ネットワーク IP と組織 VDC ネットワーク IP との間で変換を実行します。 

• DNAT ルールは、外部ネットワークまたは別の組織 VDC ネットワークから組織 VDC ネットワークが受信したパケットの IP アド

レスおよびポート（オプション）を変換します。 

• SNAT ルールは、組織 VDC ネットワークから外部ネットワークまたは別の組織 VDC ネットワークに送信されるパケットのソース 

IP アドレスを変換します。 

注：該当する外部 IP アドレスが、ルールを追加する NSX-T Edge Gateway インターフェイスに追加されている必要があります。 

次の設定を構成します。 

• VPN サーバ仮想マシンへの受信トラフィックを変換する DNAT ルール 

• VPN サーバ仮想マシンからの送信トラフィックを変換する SNAT ルール 

お客様は、使用する VPN サービス ポートごとに、NAT ルールのサービスを指定できます。次の例では、VPN サーバが 192.168.100.6 と

いう IP を使用して導入され、外部ネットワーク上で 172.16.2.11 という NAT IP で構成されています。 
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図 4：外部ネットワークから VPN サーバへのトラフィックを変換する NSX-T Edge Gateway の NAT ルール 

NSX-T Edge Gateway のファイアウォール ルールの作成 

VPN サーバのセキュリティを確立するため、プロバイダーやテナント管理者は、VPN トラフィックと必要なアプリケーション トラフィック

のみを許可し、その他のトラフィックをブロックする NSX-T Edge Gateway ファイアウォールを構成できます。 

次の構成例では、VPN サーバ仮想マシンへの受信 SSH および VPN トラフィックが許可され、VPN サーバ仮想マシンからの HTTP(S) と 

DNS トラフィックが許可されることを示しています。「VPN-Ports」アプリケーション ポート プロファイルはファイアウォール ルール

よりも前に作成され、必要なポートが含まれます（選択したリモート アクセス VPN ソリューションによって異なり、カスタマイズ可能です）。 

VPN クライアントから、同一エッジに接続された異なる組織 VDC ネットワークのワークロードにアクセスする必要がある場合は、追加

ファイアウォール ルールが必要になる場合があります。送信元や宛先としては、IP セットやセキュリティ グループなどのオブジェクトを

使用することが推奨されます。 
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図 5：VPN トラフィックを許可する NSX-T Edge Gateway ファイアウォールのルール 

VMware Could Director Service における追加的手順 

VMware Cloud（VMC）on AWS では、プロバイダーはネットワークとセキュリティのサービスをインターネット上に直接プロビジョニ

ングできます。プロバイダーの管理者は、VMware Cloud on AWS コンソールを使用することにより、VPN サーバに割り当てるパブリック 

IP アドレスをリクエストするとともに、後のセクションで説明する NAT ルールをプロビジョニングできます。 

AWS から取得するパブリック IP アドレスのリクエスト 

プロバイダーは、VMware Cloud on AWS コンソールの SDDC 内の [Networking & Security] セクションから、ワンクリックで新しい IP 

アドレスをリクエストできます。VMware Cloud on AWS によって、AWS から IP アドレスがプロビジョニングされます。 

デフォルト SNAT パブリック IP アドレスは、インターネットに接続する際にすべてのワークロードが利用可能なアドレスです。ただし、

インターネットからワークロードにインバウンド アクセスを行う場合は、追加のパブリック IP アドレスが必要になります。 

 

図 6：VMware Cloud コンソールからパブリック IP アドレスをリクエスト 
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インバウンド アクセス用の NAT ルールの作成 

プロバイダーは、割り当てられたパブリック IP アドレスをお客様の外部 IP にマッピングし、VPN サーバとして利用する仮想マシンへの

インバウンド接続の設定を完了する必要があります。その目的は、NAT ルールで使用されるお客様の外部 IP までのインターネット接続を

提供することです。 

前の NSX-T Edge Gateway の NAT セクションでは、172.16.2.11 という外部 IP で SNAT ルールと DNAT ルールを作成しました。 

 

図 7：お客様の外部ネットワーク IP と割り当てられた追加のパブリック IP アドレスを使用したインターネット NAT ルール 

VPN のサーバとクライアントの設定 

注：次のすべての手順は、Ubuntu を使用して実行します。 

リモート アクセス VPN を実装するお客様は、インバウンド接続とアウトバウンド接続を構成する必要があります。実際の VPN サーバは、

このプロセスの開始時または終了時に追加できます。このドキュメントでは、後者について説明します。 

この時点では、お客様はお好みのリモート アクセス VPN ソリューションを、VPN サーバとして動作している仮想マシンに実装できます。 

市場では、さまざまなオープンソースや商用のリモート アクセス VPN ソリューションが提供されています。このドキュメントでは、次の 

2 種類のオープンソース ソリューションを例として取り上げます。 

• OpenVPN：業界標準の SSL/TLS プロトコルを使用した OSI レイヤー 2 またはレイヤー 3 のセキュア ネットワーク拡張を実装

した SSL VPN ソリューションで、幅広い構成に対応しています。 

• WireGuard：WireGuard は、OSI レイヤー 3 で動作するセキュアなネットワーク トンネルであり、Linux 向けのカーネル仮想

ネットワーク インターフェイスとして実装されます。 

どちらのソリューションも、Linux、Windows、FreeBSD、OpenBSD、macOS、iOS、Android などのさまざまなオペレーティング シス

テム上のクライアントをサポートしています。これらのソリューションは SSL VPN ですが、一部の記事やベンダーによく称されるような

「クライアントレス」SSL VPN ではありません。  そのため、すべてのクライアント デバイスに VPN ソフトウェア クライアントをイン

ストールする必要があります。 
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VPN を設定するには、多くの場合、異なる場所の複数のプライベート サブネットをリンクする必要があります。Internet Assigned Numbers 

Authority（IANA）は、プライベート インターネットの IP アドレス空間の次の 3 つのブロックを予約しています（RFC 1918 に成文化さ

れています）。 

• 10.0.0.0 – 10.255.255.255（10/8 プリフィックス） 

• 172.16.0.0 – 172.31.255.255（172.16/12 プリフィックス） 

• 192.168.0.0 – 192.168.255.255（192.168/16 プリフィックス） 

これらのネットブロックからのアドレスは、通常、VPN 構成で使用する必要がありますが、IP アドレスやサブネットの競合の可能性を

最小限にするアドレスを選択することが重要です。 

VPN 経由でトラフィックを正しくルーティングすることができるように、両方のソリューションに共通のサーバ ネットワーク構成の一部

を調整する必要があります。こうした調整でまず必要なのは、IP 転送です。これは IP トラフィックのルーティング先を決定する方法です。

IP 転送とは、オペレーティング システムが 1 つのインターフェイス上でネットワーク パケットを受信したとき、それらのパケットがその

システム自体に向けられたものではなく、別のネットワークに渡すべきものであることを認識し、それに応じて転送を行う機能です。 

サーバのデフォルトの IP 転送設定を調整するため、/etc/sysctl.conf ファイルの net.ipv4.ip_forward=1 行のコメントを解除します。 

vmware@vpn-server:~$ sudo vim /etc/sysctl.conf 

ファイルを保存して終了し、次のコマンドを実行します。 

vmware@vpn-server:~$ sysctl -p 

sysctl.conf ファイルに行った変更が反映され、IP 転送が永続的に有効になります。 

同様に、リモート アクセス VPN サーバとして動作している仮想マシン上で、ファイアウォール構成を行う必要があります。SSH ポート

と、VPN ソリューションに使用されるポート（OpenVPN 用の UDP/1194 や WireGuard 用のカスタム UDP/51820 ポート）は、いずれ

も次のように Ubuntu 上で UFW（Uncomplicated Firewall）コマンドを使用して開くことができます。 

vmware@vpn-server:~$ sudo ufw allow 22/tcp 

vmware@vpn-server:~$ sudo ufw allow 1194/udp 

vmware@vpn-server:~$ sudo ufw allow 51820/udp 

vmware@vpn-server:~$ sudo ufw enable 

UFW のステータスは、次のコマンドで確認できます。 

vmware@vpn-server:~$ sudo ufw status verbose 

デモ ソリューションは 1 つのイーサネット接続で構成され、ルーティング モードで実行されるため、ワンアーム型ルータとみなすことが

できます。したがって、VPN トンネルを使用して接続する組織 VDC ネットワーク内の仮想マシンによって、トンネル ネットワークから

のすべてのトラフィックが VPN サーバにルーティングされるようにする必要があります。 

そのための解決策の 1 つは、接続される VPN クライアント用に、1 対多のソース NAT を実装することです（Linux では IP マスカレード

と呼ばれます）。こうした状況では、IP マスカレードにより、一連の VPN クライアントが組織 VDC ネットワークにアクセスできるよう

になります。これは、VPN クライアントの IP が、VPN サーバのインターフェイス IP に置き換えられるためです。 

IP マスカレードを実装するには、まず UFW が転送されたパケットを受け入れるようにします。/etc/default/ufw 構成を開き、

DEFAULT_FORWARD_POLICY="DROP" を DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT" に変更します。 

次に、接続されたクライアントの NAT および IP マスカレード用の追加の UFW ルールを /etc/ufw/before.rules ファイルの先頭に次

のように挿入する必要があります。 

https://tools.ietf.org/html/rfc1918
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図 8：UFW を使用した NAT と IP マスカレード 

これにより、NAT テーブルの POSTROUTING チェーンのデフォルト ポリシーが設定され、VPN からのすべてのトラフィックがマスカ

レードされます。-A POSTROUTING 行のサブネットとインターフェイス情報は、実際の環境の情報と置き換えてください。 

インストールと構成は OpenVPN と WireGuard とで異なりますが、VMware Cloud Director と VMware Cloud Director Service とでは

実装方法は変わりません。したがって、次のセクションで説明する OpenVPN と WireGuard の実装の詳細は、プラットフォームに依存し

ません。 

OpenVPN 

OpenVPN は、VPN プロトコルであると同時に、そのプロトコルを実装するために必要なコードでもあります。2001 年に最初にリリース

され、柔軟性と信頼性が高く、NAT やファイアウォールと連携できるため、非常に幅広く普及している VPN プロトコルとなっています。

オープンソースであり、セキュリティと信頼性が極めて高いとみなされている OpenVPN コードは、GNU General Public License（GPL）

バージョン 2 のもとに公開されています。 

OpenVPN は、業界標準の SSL/TLS プロトコルを使用して OSI レイヤー 2 または 3 のセキュア ネットワーク拡張を実装した SSL VPN です。

証明書、スマート カード、ユーザー名/パスワード認証情報に基づいた柔軟なクライアント認証方法をサポートしており、VPN 仮想イン

ターフェイスに適用されるファイアウォール ルールを使用することによるユーザーやグループ単位でのアクセス コントロール ポリシーも

可能です。 

OpenVPN は OpenSSL ライブラリを使用して、データ チャネルとコントロール チャネルの両方の暗号化を実現します。OpenSSL は、

一般的なネットワーク プロトコル（TCP や UDP）上で実行でき、多数の異なる暗号化アルゴリズムをサポートしているため、俊敏性に優

れています。つまり、コードは状況に応じて異なるアルゴリズムの使用をネゴシエートできます。そのため、OpenVPN の柔軟性は非常に

高いものの、コードが非常に複雑になります。 

https://community.openvpn.net/openvpn
https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-4/
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「暗号化の俊敏性」とは、セキュリティ システムがセキュリティ プロトコルと暗号化方式を切り替え可能であることを意味します。これ

は、既存のシステムに変更を加える必要なく実現できます。 

プログラムは独立してインストールされ、GUI ベースのウィザードを使用するのではなく、手動でテキスト ファイルを編集することで構成

されます。パッケージ全体はクライアントとサーバの両方を接続する 1 つのバイナリ、1 つの構成ファイル（オプション）、1 つまたは複数

のキー ファイル（採用する認証方式による）によって構成されています。 

OpenVPN は、ルーティング VPN またはブリッジ VPN のいずれかを提供するように構成できます。イーサネット ブリッジングでは、

基本的に、1 つのイーサネット インターフェイスを 1 つまたは複数の仮想 TAP インターフェイスと結合し、それらを 1 つのブリッジ イン

ターフェイスのもとでブリッジ接続します。 

OpenVPN の実装 

インストール プロセスは、Ubuntu 18.04.5 LTS および OpenVPN 2.4.4 に基づいています。ほかのオペレーティング システムに関する

ドキュメントは、OpenVPN プロジェクト Web サイトで入手できます。 

OpenVPN 2.x 構成を構築する最初の手順は、Public Key Infrastructure（PKI）を構築することです。PKI の構成要素は、次のとおりです。 

• サーバと各クライアント用の個別の証明書（公開キー）および秘密キー 

• 証明書認証局（CA）のマスター証明書およびサーバとクライアントの各証明書の署名で使用されるキー 

OpenVPN は、証明書に基づく双方向認証をサポートしています。つまり、相互の信頼を確立するには、クライアントはサーバ証明書の認証

が必要であり、サーバはクライアント証明書の認証が必要であるということです。 

こうした PKI が用意されていない場合は、別のマシンで作成し、管理することをおすすめします。 

PKI の管理については、OpenVPN では easy-rsa の使用をおすすめします。これは、PKI CA を作成し、管理するための CLI ユーティリ

ティです。独自の CA を設定し、証明書とキーを作成する手順については、OpenVPN のドキュメントをご覧ください。本ドキュメントで

は説明していません。 

ネットワークについては、OpenVPN サーバはデフォルトでポート 1194 と UDP プロトコルを使用してクライアント接続を受信します。クラ

イアントが設置されているネットワーク環境に制限があり、別のポートを使用する必要がある場合は、ポートとプロトコルのオプションを

変更できます。ポート 1194 は、OpenVPN 用に IANA によって正式に割り当てられたポート番号ですが、サーバで使用されていない場合

は、1 から 65535 までのどのポート番号でも動作します。ポート 443 は、ファイアウォール ルールによって通常は許可されているため、

よく選択されています。 

構成は server.conf ファイルに保存され、IP アドレスやサービスがリスニングするポート、サービスの暗号リスト、サービス証明書など

の情報が含まれます。 

OpenVPN のサンプル構成ファイルを元にして、構成をカスタマイズすることをおすすめします。それらのファイルは、次の場所に保存さ

れています。 

• OpenVPN ソース ディストリビューションの sample-config-files ディレクトリ 

• RPM または DEB パッケージからインストールを行う場合は、/usr/share/doc/packages/openvpn または 

/usr/share/doc/openvpn の sample-config-files ディレクトリ 

• Windows の [スタート] - [すべてのプログラム] - [OpenVPN] - [OpenVPN Sample Configuration Files] 

サンプルのサーバ構成ファイルは、OpenVPN サーバ構成の出発点として最適です。この構成では、仮想 TUN ネットワーク インターフェイス

（ルーティング モード）を使用して VPN を作成し、 UDP port 1194 でクライアント接続を待機して、10.8.0.0/24 サブネットから接続

するクライアントに仮想アドレスを配布します。 

https://community.openvpn.net/openvpn/wiki
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki
https://github.com/OpenVPN/easy-rsa
https://openvpn.net/community-resources/how-to/#setting-up-your-own-certificate-authority-ca-and-generating-certificates-and-keys-for-an-openvpn-server-and-multiple-clients
https://openvpn.net/community-resources/how-to/#setting-up-your-own-certificate-authority-ca-and-generating-certificates-and-keys-for-an-openvpn-server-and-multiple-clients
https://github.com/OpenVPN/openvpn/tree/master/sample
https://github.com/OpenVPN/openvpn/tree/master/sample
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注：この IP アドレスの範囲は、お客様のトポロジーに従って構成する必要があります。 

サンプル構成ファイルを使用する前に、ca、cert、key、dh（Diffie hellman）パラメーターを編集して、上記の PKI のセクションで生成

したファイルを指定する必要があります。この時点でサーバ構成ファイルは使用可能になりますが、その他のカスタマイズについては本

ドキュメントでは説明していません。 

サーバ構成が完了したら、次のようにして OpenVPN サービスを開始できます。 

vmware@openvpn:~$ sudo systemctl start openvpn-server@server 

vmware@openvpn:~$ sudo systemctl enable openvpn-server@server 

残りの手順は、クライアント設定に関するものです。これには証明書とキーのペアの作成に加え、クライアント構成ファイルの作成が含ま

れます。 

クライアント証明書の作成は、easy-rsa を使用して非常に簡単に行うことができます。PKI サーバから、次のコマンドを実行します。 

vmware@openvpn-server:~/easy-rsa$ ./easyrsa build-client-full romain 

 

図 9：easy-rsa によるクライアント証明書とキーの作成 

最後の手順は、クライアント構成ファイルに関するものです。サンプルのクライアント構成ファイル（Linux/BSD/Unix には client.conf、

Windows には client.ovpn）では、サンプルのサーバ構成ファイルに設定されているデフォルトのディレクティブを反映させます。 

• サーバ構成ファイルのときと同様に、ca、cert、key、dh パラメーターを編集し、以前に作成したファイルを指定します。ただ

し、各クライアントには、独自の 証明書/キーのペアを設定する必要があります。ca ファイルのみが、OpenVPN サーバとすべて

のクライアントに共通しています。 

• 次に、remote ディレクティブを編集して、OpenVPN サーバのホスト名/IP アドレスおよびポート番号を指定します。IP アドレス

には、VPN サーバに NAT 変換されるパブリック IP アドレスを使用します。 

OpenVPN クライアントがインストール可能となり、証明書がデバイスに転送され、構成ファイルがインポートされます。以下のスクリー

ンショットでは、接続が正常に確立され、クライアントに IP アドレスとして 10.8.0.6 が割り当てられ、2 つのルートが OpenVPN によって

自動的にインストールされています（192.168.10.0/24 および 192.168.20.0/24）。これらのルートは、アクセス対象の組織 VDC ネット

ワークを示しています。 
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図 10：OpenVPN 接続に成功 

WireGuard 

WireGuard は、無償のオープンソース ソフトウェア アプリケーションであり通信プロトコルです。VPN 技術を実装し、ルーティングま

たはブリッジ構成でセキュアなポイントツーポイント接続を確立します。WireGuard は、Linux カーネル内のモジュールとして動作し、

IPsec や OpenVPN のトンネリング プロトコルよりも使いやすく、より高いパフォーマンスが実現することを掲げています。 

これは、OpenVPN と同様に、GNU General Public License（GPL）バージョン 2 に基づいて公開されています。このソフトウェアの Linux 

バージョンは、安定した製品リリースが実現されており、2020 年 3 月に Linux カーネル リリースに組み込まれました。 

WireGuard の考え方は、暗号化アルゴリズムに関してはほかの VPN アプリケーションと大きく異なっています。OpenVPN が「暗号化

の俊敏性」を備えており、使用するアルゴリズムに柔軟性があるのに対し、WireGuard の各バージョンでは固定されたアルゴリズムのセット

が使用されています（詳細については、WireGuard ドキュメントのプロトコルおよび暗号化のページをご覧ください）。そのため、複雑

さが軽減されるうえ（はるかに少ないコードを使用）、攻撃対象領域も縮小され、ダウングレード攻撃に対する耐性が得られます。ただし、

現行バージョンで使用されている暗号やプロトコルに問題が発見された場合には、すべてのエンドポイントで WireGuard の最新バージョン

にアップグレードする必要性が生じます。 

WireGuard の実装 

以下のインストール プロセスは、Ubuntu 20.04.1 LTS および WireGuard 1.0 に基づくものです。ソフトウェアのインストールおよびほか

のオペレーティング システムに関するドキュメントは、WireGuard Web サイトでご確認ください。 

ネットワークについては、WireGuard は UDP のみで通信を行います。接続には任意のポートを設定できます。 

WireGuard パッケージには、wg や wg-quick などの CLI や構成ユーティリティが付属しています。 

• wg は、WireGuard トンネル インターフェイスの構成の取得、設定を行うための構成ユーティリティです。ip-link を使用してイン

ターフェイス自体を追加/削除できます。IP アドレスとルーティング テーブルは、ip-address と ip-route を使用して設定できます。 

• wg-quick は、WireGuard インターフェイスを簡単かつ迅速に起動するスクリプトで、ごく一般的なユースケースに適しています。 

WireGuard のインストールが完了したら、以下のように新しいインターフェイスを追加します。 

vmware@wireguard:~$ sudo ip link add dev wg0 type wireguard 

次に、IP アドレスを割り当てます。ここでは、当該インフラストラクチャで使用されていないサブネットを任意に選択し、10.51.0.0/24 を

割り当てました。 

vmware@wireguard:~$ sudo ip address add dev wg0 10.51.0.0/24 

https://www.wireguard.com/
https://www.wireguard.com/protocol/
https://www.wireguard.com/install/
https://www.wireguard.com/install/
https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg.8
https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg-quick.8
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WireGuard には、base64 でエンコードされた公開キーと秘密キーが必要です。これらは、wg ユーティリティを使用して次のように作成

できます。 

vmware@wireguard:~/keys$ umask 077 

vmware@wireguard:~/keys$ wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey 

 

 

図 11：WireGuard サーバ キーの作成 

 

サーバ構成は、wg ユーティリティまたは config ファイル（次の例では wg0.conf）を使用して設定できます。

/etc/wireguard/wg0.conf を作成し、次の内容を追加します。 

 

[Interface] 

PrivateKey = <redacted> 

Address = 10.51.0.1/32 

ListenPort = 51820 

SaveConfig = true 

 

interface セクションは、サーバ構成を示しています。 

• PrivateKey：以前に作成したサーバの秘密キー。 

• Address：VPN サーバのプライベート IP（v4 または v6）アドレスのコンマ区切りのリスト（オプションで CIDR マスクを使用）。 

• ListenPort：リスニング用の 16 ビットのポート。 

• SaveConfig：サービスの実行中に新しいピアが追加されるたびに、構成ファイルを自動的にアップデートする。 

 

WireGuard サービスを開始し、ブート時の自動再起動を有効にします。 

vmware@wireguard:$ sudo wg-quick up wg0 

vmware@wireguard:$ sudo systemctl enable wg-quick@wg0 

wg show コマンドを使用すると、VPN トンネルが実行されているかどうかをチェックできます。 
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図 12：クライアント接続の受け入れ準備が完了した WireGuard サーバ 

クライアントの設定プロセスは、サーバの設定プロセスと似ています。クライアントのオペレーティング システムとして Windows を使用

する場合は、クライアント構成ファイルをインポートするか、または [Add Tunnel] - [Add empty tunnel] ボタンで新しいトンネル構成

を作成できます。そうすることにより、公開キーと秘密キーが自動的に作成され、interface セクションがファイルに挿入されます。 

次のように、peer セクションを追加してクライアント構成を完了します。 

 

[Peer] 

PublicKey = <redacted> 

AllowedIPs = 0.0.0.0/0 

Endpoint = <vpn-server-public-ip:port> 

 

• PublicKey：サーバの公開キー。 

• AllowedIPs：このピア向けの着信トラフィックが許可され、このピアの発信トラフィックの宛先となる CIDR マスクを使用した 

IP（v4 または v6）アドレスのカンマ区切りリスト。 

• Endpoint：サーバのパブリック IP（またはホスト名）、ポート番号。 

 

 

図 13：WireGuard Windows クライアントでの新しいトンネルの作成 
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最後の手順は、WireGuard サーバ構成にピア情報を追加することです。/etc/wireguard/wg0.conf ファイルを直接編集することも、次

のコマンドラインを使用することもできます。 

vmware@wireguard:~$ sudo wg set wg0 peer <base64-client-public-key> allowed-ips 10.51.0.11/24 

wg show を使用して、接続を確認します。サーバにピア情報を追加する際に選択した方法に関係なく、WireGuard 構成には peer セクション

が必要です。 

注：peer セクションは、1 つのクライアント構成を示しています。複数のクライアントが必要な場合は、追加の peer セクションを設定す

る必要があります。 

 

図 14：最終的な WireGuard サーバ構成 

[Activate] をクリックし、クライアントとサーバを接続します。 

 

図 15：WireGuard の接続が確立された状態 

 

まとめ 

この導入ガイドでは、お客様が VMware Cloud Director と VMware Cloud on AWS の VMware Cloud Director Service のテナント ポー

タルにリモート アクセス VPN を構成する手順について説明しました。これらの簡単な手順は、お客様が選択したリモート アクセス VPN 

ソリューションに依存しません。 

 

  



 

 
ヴイエムウェア株式会社 〒105-0013 東京都港区浜松町 1-30-5 浜松町スクエア 13F www.vmware.com/jp  

Copyright © 2020 VMware, Inc. All rights reserved. 本製品は、米国および国際的著作権法および知的財産法によって保護されています。VMware 製品は、http://www.vmware.com/go/patents 

のリストに表示されている 1 件または複数の特許対象です。VMware は、米国およびその他の地域における VMware, Inc. およびその子会社の登録商標または商標です。他のすべての
名称ならびに製品についての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。アイテム No.：vmw-wp-temp-word E:2019/02 J:2021/01 

 
 

本資料は原題「VMware Cloud Director Remote Access VPN Integration Guide」の翻訳版です。 

 

http://www.vmware.com/jp

	はじめに
	免責事項

	仮想プライベート ネットワーク
	VMware Cloud Provider Platform におけるリモート アクセス VPN
	実装ワークフロー
	共通の手順
	NSX-T Edge Gateway の NAT ルールの作成
	NSX-T Edge Gateway のファイアウォール ルールの作成

	VMware Could Director Service における追加的手順
	AWS から取得するパブリック IP アドレスのリクエスト
	インバウンド アクセス用の NAT ルールの作成


	VPN のサーバとクライアントの設定
	OpenVPN
	OpenVPN の実装
	WireGuard
	WireGuard の実装

	まとめ

