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はじめに 

VMware Cloud Director Availability は、DRaaS ソリューションです。VMware Cloud Director の vApp および仮想マシンを

保護および移行します。VMware Cloud Director Availability（VCDA）は、VMware Cloud Provider Program の参加組織に提

供され、vApp および仮想マシンの保護と以下の移行を可能にします。 

• オンプレミスの vCenter Server サイトから VMware Cloud Director のクラウドへ 

• VMware Cloud Director のクラウドからオンプレミスの vCenter Server 環境へ 

• VMware Cloud Director で管理されるクラウド間 

 

このドキュメントの目的は、VCDA 4.0 に基づいた VMware Cloud Director 向け DRaaS ソリューションの設計方法を説明する

ことです。 

 

注 VMware Cloud Director Availability および vSphere Replication は、独立した 2 つの製品であり、相互

運用性はありません。両製品を 1 つの vSphere インフラストラクチャに共存させることはできますが、両

製品間で仮想マシンのレプリケーションや移行はできません。 

 

ユースケース 

VCDA は、ディザスタ リカバリと vApp/仮想マシン移行の、2 つの異なるユースケースをサポートします。どちらのユースケー

スでも、仮想マシンのレプリケーションが必要です。どちらのケースでも、少なくとも一方が VMware Cloud Director（VCD）

で管理されるクラウドで、もう一方は別の VCD クラウドまたは vCenter Server です。VCDA では、VMware 以外のハイパー

バイザーで管理されるベアメタル サーバや仮想マシンの保護や移行はできません。 

ディザスタ リカバリ 

テナントはパブリッククラウドで提供される DRaaS を購入し、VCDA に基づいて、オンプレミス データセンターで実行される

仮想マシンを保護できます。クラウド プロバイダーは、自社クラウドのコンピュート、ストレージ、ネットワーク リソースの一

部を、組織の仮想データセンター（OrgVDC）でグループ化してテナントに割り当てます。さらに、クラウド プロバイダーは、

この OrgVDC（それぞれのテナント）が、最短の目標復旧ポイント（RPO）、帯域幅制御、保護の方向などの特定のパラメー

ターを使用し、オンプレミスの仮想ワークロードを保護してクラウドに移行できるようにします。これにより、テナントは、

オンプレミス データセンターで障害が発生した場合に仮想マシンをフェイルオーバーできます。VCDA 4.0 では、テナントは、

初期同期の前に、仮想マシンに多数の設定を構成できます。たとえば、RPO の長さ（最短は 5 分）、複数の時点のコピーを一定

期間保存するかどうか、同じ仮想マシンの宛先にコールド コピーがある場合にシード仮想マシンとして使用して初期同期時に時

間とネットワーク帯域幅を節約するか、などの設定を構成できます。  

一部のテナントは、これでは複雑すぎると考え、クラウド プロバイダーが利用できるサービス レベル アグリーメント（SLA）プ

ロファイルと呼ばれる簡易ワークフローの採用を希望することがあります。SLA プロファイルは、これらの設定の大半を制御

し、特定のテナント向けに事前設定するために使用されます。このようにして、SLA プロファイルからの設定が事前入力される

ため、テナントは保護のたびに構成を行う必要がなくなります。 

また、フェイルオーバー後の仮想マシンの構成を制御する設定もあります。たとえば、各ネットワーク アダプターにどのネット

ワークが接続されるか、各ネットワーク インターフェイスの IP アドレスの構成方法、複数の時点（MPIT）のコピーがある場合

にはフェイルオーバー操作時に統合するのか、または後で手動で統合するのか、どの MPIT がフェイルオーバー時に使用される

か、などの設定です。  
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クラウド プロバイダーがマネージド サービスを提供しており、テナントがそのようなサービスを利用する場合には、クラウド 

プロバイダーがすべての保護設定を構成し、後でその所有権をテナントに移譲することができます。 

レプリケーションが構成され、完全な同期（初期または手動）が完了すると、各保護に対して、さまざまな操作を実行できます。 

• 手動同期：管理者は構成された PRO レプリケーション ウィンドウから手動同期を開始できます。 

• テスト フェイルオーバー：レプリケートされたデータから vApp/仮想マシンを正常に作成して、宛先側で電源がオンに

なるかどうかをテストするために使用されます。ソース側の元の vApp/仮想マシンは稼動状態のままです。通常、この

操作の後にはクリーンアップ操作が実行され、テスト中に宛先で作成された vApp/仮想マシンが削除されます。宛先に

テスト インスタンスが存在する間は、RPO 設定に従い、レプリケーションが継続します。 

• フェイルオーバー：ソース側がダウンした場合に使用されます。宛先側で、レプリケートされたデータから vApp/仮想

マシンが構築され、電源がオンになります。 

• リバース：宛先側でフェイルオーバーが成功した後、ソース側が再度稼動状態に戻ったら、テナントはレプリケー

ションの方向を、仮想マシンが稼動中の元の宛先から元のソース サイトへと、逆方向に変更できます。これにより、こ

の仮想マシンのディザスタ リカバリ保護が提供されます。ソース側の元の仮想マシンをシード仮想マシンとして使用す

ることもでき、変更ブロックのみがソースと宛先の間で移動されます。 

• 移行：両方が稼動状態です。この操作が開始されると、ソース側の vApp/仮想マシンの電源がオフになり、宛先で、新

しい vApp/仮想マシンがレプリケーション データから構築され、電源がオンになります。 

VCDA では、単一の vApp/仮想マシンだけでなく、多数の vApp/仮想マシンに対して操作を実行できます。各操作でサポートさ

れている同時実行の詳細については、お使いのバージョンのリリース ノートを参照してください。 

移行 

テナントがクラウドへのワークロードの移行を計画的に行う場合、プロセスを簡素化する移行ワークフローを使用できます。

「新しい移行」が構成されると、VCDA は、ソースから宛先に vApp/仮想マシンのレプリケーションを開始します。初期同期が

完了すると、ソース仮想マシンは電源がオフになり、ソース サイトで生成された差分が宛先に同期されます。宛先側で VCDA 

は、レプリケートされたデータから新しい vApp/仮想マシンを構築するよう VCD にリクエストし、電源をオンにします。移行

されたワークロードは、新しい仮想データセンターでの操作に備えてカスタマイズできます。  

ディザスタ リカバリのユースケースと同様に、複数の vApp/仮想マシンのグループに対して移行を構成できます。  

 

VCDA の各操作により、VCD レイヤーおよび vSphere インフラストラクチャ レイヤー上に多くの操作が生成されます。両方の

レイヤーにおいて、さまざまなオブジェクトが作成され、集中的な読み取りと書き込みの操作がトリガーされ、ネットワーク帯

域幅の使用率が上昇します。同時実行処理のバッチが開始される前に、このことがコンピュート リソース、ストレージ デバイ

ス、ネットワーク接続のパフォーマンスにどのように影響するかを理解しておく必要があります。一括操作は、ほかのワーク

ロードが受ける影響を理解したうえで実行する必要があります。  

このようにマイナスの可能性がある影響に対処するため、VCDA には、クラウド プロバイダーが同時実行とクラウド インフラス

トラクチャへの影響をそれぞれ制御するのに役立つポリシーが用意されています。 

また、移行のユースケースも、クラウド プロバイダーがマネージド サービスとして提供できます。 

VMware Cloud Director Availability のアーキテクチャ 

クラウドにおいて、VCDA は、既存の VMware Cloud Director のインストールが完全に稼動していることを要求します。つま

り、VCD がインストールされて構成され、組織の仮想データセンターを通じてコンピュート リソースをテナントに提供する準備

が整っている必要があるということです。  
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クラウドにおける VCDA サイトのコンセプトは、以下の一連のアプライアンスによって構成されます。 

• 1 台の VCDA マネージャ アプライアンス 

• 1 台の VCDA トンネル アプライアンス 

• 1 台以上の VCDA レプリケーター アプライアンス 

テスト目的のため、すべてのサービスが 1 台のアプライアンスでホストされる統合アプライアンスを、クラウドに展開できま

す。 

注 本番環境では、統合アプライアンスはサポートされません。ラボおよび POC（事前検証）のインストー

ルでのみサポートされます。 

 

オンプレミスのデータセンターに、1 台のアプライアンスが展開され、vCenter Server 管理のインフラストラクチャで実行され

る仮想マシンをレプリケートまたは移行するように構成します。 

VMware Cloud Director Availability のコンポーネント 

以下の図は、VMware Cloud Director Availability ソリューションを構築するコンポーネントを示したものです。 

 

図 1：VMware Cloud Director Availability のコンポーネント 

グレーのコンポーネントは、クラウドまたはオンプレミスのデータセンターに VCDA が導入される前から存在しています。赤の

コンポーネントは VCDA コンポーネントです。この図は、VCDA に基づいて完全に機能するディザスタ リカバリ ソリュー

ションを構築するために必要な最小限のコンポーネントを示しています。  

以下の表は、各 VCDA コンポーネントの役割を簡単に説明したものです。 
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コンポーネント 役割 

トンネル トンネル アプライアンスは、クラウドにおける VCDA インスタンスへの単一の入口であ

り、その役割は、受信する管理トラフィックとレプリケーション トラフィックを処理する

ことです。トンネル は、データ トラフィックと管理トラフィックの両方を処理し、それぞ

れクラウド レプリケーターとクラウド マネージャに転送します。その他の VCDA コンポー

ネントは、インターネット アクセスが可能な専用のエンドポイントを必要としません。 

トンネル は、バージョン 3.0 以降で必須のコンポーネントです。  

マネージャ マネージャは VMware Cloud Director との通信を担い、この通信を通じて VCDA は、VCD 

で管理しテナントが使用するリソース（OrgVCD、ストレージ ポリシー、データストア、

ネットワークなど）を検出します。この情報は、レプリケーション/移行可能な vApp/仮想マ

シンや、受信レプリケーション/移行の宛先に適した場所の検出に必要です。  

またマネージャは、VCDA を使用し、連携するために UI と API を提供します。マネー

ジャのもう 1 つの役割は、ローカルおよびリモートのレプリケーターと通信し、それぞれの

保護/移行されたワークロードに関するデータを受信することです。  

これらの機能は、マネージャ アプライアンスで実行される 2 つの VCDA サービス（クラウ

ドサービスと マネージャ サービス）によって実現されます。これらのサービスについて

は、このドキュメントの次の章で説明します。  

クラウド  

レプリケーター 

クラウド レプリケーターは、クラウド内の ESXi ホストとの間でレプリケーション デー

タを移動します。  

レプリケーション/移行の送信では、クラウド レプリケーターは ESXi ホストの VMKernel 

インターフェイスと通信し、レプリケーション データをキャプチャして暗号化します。オ

プションでこのデータを圧縮および暗号化し、リモート レプリケーターに送信します。リ

モート レプリケーターとは、別のクラウド レプリケーターまたはオンプレミス レプリケー

ターです。  

受信レプリケーション/移行では、クラウド レプリケーターは、（クラウドまたはオンプレ

ミス）レプリケーターからレプリケーション データを受信し、このデータを解凍および暗

号化解除し、データストアに書き込むために ESXi に送信します。  

クラウド レプリケーターは、保護や移行の増加に伴いスケールアウトできる唯一のコン

ポーネントです。 
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コンポーネント 役割 

オンプレミス  

レプリケーター 

オンプレミス レプリケーターは、テナントのオンプレミス データセンターに展開されま

す。クラウドにおいて VCDA に対するペアリング関係を作成し、ローカルで稼動している

仮想マシンを保護してクラウドに移行でき、その逆も可能です。  

オンプレミス レプリケーターは、クラウドのみへの接続を開始するため、パブリックの

エンドポイントを必要としません。  

1 台のオンプレミス レプリケーターは、オンプレミスの 1 つの SSO ドメインに複数の 

vCenter Server がある場合でも、1 つの SSO ドメインの仮想マシンのみを保護できます。

クラウドからオンプレミスへのレプリケーションを行う必要がある場合は、配置の関係上、

各 vCenter Server にレプリケーターが 1 台必要となります。 

さらに、1 台のオンプレミス レプリケーターは、クラウド上の 1 つの VCDA とペアリング

できます。テナントがクラウドで複数のディザスタ リカバリ サービスを使用する予定であ

れば、それぞれのクラウドのディザスタ リカバリ サービスに専用のオンプレミス レプリ

ケーターが必要です。 

表 1：アプライアンスの役割 

VCDA は、vSphere Web Client および VMware Cloud Director ポータルとの統合時のみ、ソフトウェア パッケージを展開し

ます。VCDA は、ESXi ハイパーバイザーや仮想マシンのゲスト OS にはソフトウェア パッケージを展開しません。ESXi ホスト

は、VCDA との相互運用性があり、vApp/仮想マシンの保護とリカバリにすぐに利用できます。  

ただし、これには例外が 1 つあります。暗号化された仮想マシンのクラウド間レプリケーションが構成されている場合です。こ

の場合には、特別な VIB を各ソースまたは宛先の ESXi ホストに展開する必要があります。詳細については、
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-Director-Availability/4.1/VMware-Cloud-Director-Availability-User-
Guide/GUID-25DB8847-67ED-410D-B438-0DA470B977E5.html を参照してください。  

要件 

ストレージ 

VCDA アプライアンスのストレージ要件は非常に低いものです。シック フォーマットで展開されたアプライアンスは、10 GB の

ストレージを使用します。  

宛先で使用可能なストレージの要件は、以下の要因によって異なります。 

• 宛先のストレージ ポリシー 

• 初期同期時の仮想マシンのサイズ 

• 保護された仮想マシンの変更率 

• 目標復旧ポイント（RPO）期間 

• 変更の種類：変更によりディスク上の同じブロックが上書きされる場合には、最後の変更のみが宛先に転送され、格納

されます。各変更により固有のブロックに変更が加えられる場合には、RPO 期間の最後に転送される差分が大幅に大き

くなります。 

• Multiple Point-In-Time（MPIT）の数 

• 固定されたインスタンスの数とサイズ 

フェイルオーバーを成功させるには、宛先データストアと宛先のストレージ ポリシーが仮想マシンのディスク サイズの 2 倍の容

量を確保する必要があります。レプリケーションが構成されると、VCDA は、ソース仮想マシンのサイズと同等の領域を宛先に割

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-Director-Availability/4.1/VMware-Cloud-Director-Availability-User-Guide/GUID-25DB8847-67ED-410D-B438-0DA470B977E5.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-Director-Availability/4.1/VMware-Cloud-Director-Availability-User-Guide/GUID-25DB8847-67ED-410D-B438-0DA470B977E5.html
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り当てます。フェイルオーバー時に、VCDA は、仮想マシンのディスク ファイルに同じ領域を割り当てます。フェイルオーバー

操作が完了すると、レプリケーション構成時に割り当てられた領域が解放されます。 

ネットワーク フロー 

以下の図は、VCDA コンポーネントと、VCDA コンポーネントが依存するその他のインフラストラクチャ コンポーネント間の

ネットワーク フローを示したものです。 

 

図 2：VMware Cloud Director Availability 内のネットワーク フロー 

この図は、オンプレミスのテナントがインターネットを介してクラウドのディザスタ リカバリ サービスを使用しているシナリ

オを示したものです。また、プライベート ネットワーク（VPN など）を介してクラウド プロバイダーに接続できるテナント

が、そのプライベート ネットワークを介してクラウド プロバイダーのディザスタ リカバリ サービスに接続すると、レプリケー

ション トラフィックがインターネットに送信されるためにリンクが低速となり費用がさらにかかる事態を回避できます。これは 

VCDA によって完全にサポートされています。そのような場合、VCDA オンプレミス レプリケーターは、ポート 8048/tcp でク

ラウドの VCDA トンネルと直接通信する必要があります。さらに、クラウドからクラウドへのシナリオでは、8048/tcp での

トンネル間のプライベート ネットワークを介したペアリングもサポートされています。 

VMware Cloud Director Availability の管理 

VCDA ソリューションの管理は、完全に VCDA マネージャに集約されています。すべてのアプライアンス（トンネル、マネー

ジャ、レプリレーター）にはアプライアンス管理インターフェイスがありますが、ソリューションは VCDA マネージャによって

構成および管理されます。アプライアンスの管理とその重要性については、「アプライアンス管理」で後述します。  

マネージャのリソース要件は低く、全体的なリソース使用率に大きな影響を与えることなく管理クラスタに展開できます。  

接続の観点から、マネージャは以下と通信できる必要があります。 
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• VMware Cloud Director にリソースを提供する vCenter Server のルックアップ サービス 

• VCD セルの HTTPS インターフェイス 

VCDA マネージャは、クラウドサービスとマネージャ サービスの、2 つのサービスで構成されます。  

クラウドサービス 

これは、VCD 構成要素（OrgVCD、vApp、VCD が管理するネットワーク、ストレージ ポリシーなど）を認識するサービスで

す。その実現のため、VCDA マネージャは、VCD LB を通じて VCD API と通信します。VCDA マネージャは、VCD コンソール

プロキシ セル/インターフェイスと通信しません。この通信を使用し、VCDA は以下を実行できます。 

• VCD 管理の vApp/仮想マシンを検出して保護し、別のディザスタ リカバリ対応クラウドやオンプレミス vCenter 

Server に移行する 

• 受信レプリケーション/移行に適した宛先を検出する 

クラウドサービスは、ほかのディザスタ リカバリ対応クラウドとのペアリング、ポリシー、VCD 組織および SLA プロファイル

への割り当てを管理します。また、レプリケーション タスクとシステム タスクの情報を提供します。さらに、レプリケーション

によって消費されるコンピュート リソース（テナント別/PVDC 別）、データストア別のストレージ使用量、その他の多くの概

要および詳細をレポートします。 

クラウドサービス管理インターフェイスには、https://vcda_manager_fqdn:443/admin からアクセスできます。ログインに

は、ローカルの OS ルート アカウント、アプライアンスに SSO ドメインでの登録がある場合には SSO アカウント、または、初

期構成が完了している場合には VCD システム管理者アカウントを使用できます。  

マネージャ サービス 

マネージャ サービスは、ローカル レプリケーターとリモート レプリケーターが登録されるサービスです。リモート レプリケー

ターは、ペアリング プロセス時にマネージャに登録されます。各レプリケーションで、Replicator Manager は、ソース サイト

から 1 台、宛先サイトから 1 台のレプリケーターを選択します。宛先レプリケーターは、適切なリソースを検出し、宛先にレプ

リカ ディスクを作成してデータを書き込む役割を担います。災害発生時には、マネージャと宛先レプリケーターは、保護された

仮想マシンをフェイルオーバーする役割を担います。レプリケーターは、操作に関する情報（ステータス、レプリケートされた

データ量、操作の開始時間、完了までの時間など）を Replicator Manager に送信します。  

マネージャ サービスは、レプリケーターの管理にも使用されます。マネージャ サービスがレプリケーターをメンテナンス モー

ドにすると、各レプリケーションに別のレプリケーターが割り当てられます。または、すべてのレプリケーターでレプリケー

ションのリバランスが行われることもあります。これは、新しいレプリケーターをソリューションに追加して、既存のレプリ

ケーターから一部のレプリケーションをオフロードする必要がある場合に便利です。  

マネージャ サービス管理インターフェイスには、https://vcda_manager_fqdn:8441 からアクセスできます。アプライアンス

がルックアップ サービスに登録されている場合には、ローカル OS ルート アカウントまたは SSO アカウントでログインできま

す。  

VCDA ソリューションの管理インターフェイス 

クラウドで VCDA ソリューションを管理するオプションは、以下のようにいくつかあります。 

• VCDA ポータル 
• VCDA API 
• VCD ポータルの VCDA 拡張機能 

オンプレミス データセンターのオプションで VCDA を管理する方法については、「オンプレミス サイトの VMware Cloud 

Director Availability」で説明します。 

https://vcda_manager_fqdn/
https://manager_ip_or_fqdn/
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VCDA ポータル 

VCDA ポータルは、VCDA マネージャ、具体的にはクラウドサービスによって提供されます。ポータルを使用するには、パブ

リック IP アドレスに解決される DNS A リソース レコードを登録するためにクラウド プロバイダーが必要です。次に、クラウ

ド管理者は、このパブリック IP アドレスについて公開ルールを構成し、VCDA ポータル宛のトラフィックをポート 8048/tcp の 

トンネル アプライアンスにリダイレクトする必要があります。その後トンネルは、8443/tcp を介し、リクエストを最終的な宛

先である vApp Replication Manager に転送し、レプリケーション マネージャがリクエストに応答します。 

内部では、VCDA ポータルは、https://manager_fqdn_or_ip:443 から開きます。  

デフォルトでは、ポータルは /ui/login ページをロードします。<username>@<Organization_name> 形式の認証情報を使用し

て VCD からログインできます。Organization_Name は System にすることもできます。ローカル OS ルート アカウントまた

は SSO ドメインのアカウントでログインできる場合には、管理者は /ui/admin ページを使用できます。Admin ポータルは、次

の場合にロードされます。 

• /ui/admin へのログイン 

• VCD システム管理者アカウントでの /ui/login へのログイン 

OrgName アカウントで /ui/login にログインすると、構成変更を行う権限がなく、UI が簡素化されたユーザー スペースがロー

ドされます。 

テナント組織が SSO 認証を使用するように構成されている場合には、ユーザーは VCDA ポータルで認証できないため、

VMware Cloud Director で VCDA UI プラグインを使用する必要があります。 

VCDA 機能は、API で実装されます。一部の API コールはパブリックですが、大半の API コールはプライベートです。パブリッ

クとプライベートのどちらの API がバックグラウンドで実行されているかにかかわらず、VCDA ポータルには全機能が実装され

ます。  

ポータルは、VCDA のメインの管理および監視インターフェイスです。管理機能を使用すると、アプライアンスの設定やクラウ

ドサービスの設定を構成できます。監視機能により、VCDA ソリューションのさまざまなレベルの情報が得られます。  

ダッシュボードは、VCDA のステータスと使用状況に関する概要情報を提供します。以下のスクリーンショットは、管理者の

ダッシュボード表示です。これには以下に関する情報が含まれます。 

• この VCDA インストールが参加するトポロジー（クラウドとオンプレミス インスタンスとのペアリングがいくつ構成

されているか） 

• ソリューションの運用に参加するもっとも重要なコンポーネントに関する簡単な健全性レポート 

• 仮想マシンまたは vApp 別にグループ化された保護されたワークロードの数、方向、リモート サイトのタイプ（クラウ

ドまたはオンプレミス） 

• 最近のタスクとその結果 

• 受信レプリケーションをフェイルオーバーするために必要なリソース（CPU、メモリ、ディスク容量）の集計とテナン

ト別の値 

ダッシュボードのテナント ビューは簡素化され、受信および送信レプリケーションの数、使用されているディスク容量とネット

ワーク帯域幅の使用率（間隔と期間を選択可能）、特定のテナント組織へのペアリングの情報、すべての受信レプリケー

ションをフェイルオーバーするために必要なリソースが表示されます。 

https://manager_fqdn_or_ip/
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図 3：VCDA ダッシュボード 

システム監視では、ソリューションの一部である各ローカル コンポーネントだけでなく、VCDA が依存するほかのコンポーネン

トの健全性ステータスに関する詳細情報も提供されます。  
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図 4：VCDA システム監視 

使用状況に関する詳細な情報は、ほかのページで提供されます。これについては、「監視とレポート」で詳しく説明します。 

VCDA API 

VCDA のパブリック API のセットは限られていますが、新しい API コールが追加されて継続的に拡張されています。これによ

り、クラウド プロバイダーは、さまざまな目的で VCDA ソリューションをサードパーティ システムと連携させることができま

す。使用頻度がもっとも高いケースは、使用状況情報の取得や監視です。  

各リリースのパブリック API についての情報は、次の 2 か所に記載されています。 

• VCDA ポータルのオープン API クライアント 
• https://code.vmware.com/apis/1016/vmware-cloud-director-availability  

 

VCD ポータルの VCDA 拡張機能 

VCDA は、VCD HTML ポータルに拡張機能として統合できます。  

 

注 フラッシュベースの VCD インターフェイスとは統合されません。 

 

https://code.vmware.com/apis/1016/vmware-cloud-director-availability
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ユーザーが VCD ポータルにログインすると、認証用の Cookie が割り当てられます。組織が、受信または送信レプリケーション

/移行が有効になった VCDA ポリシーに割り当てられている場合、Organization Administrator のロールが割り当てられたすべ

てのユーザーは、VCDA UI プラグインをロードできます。Organization Administrator ではないユーザーは、VCDA UI プラグ

インをロードできません。 

場合により（たとえば、VCDA のメンテナンス時など）、プロバイダーの管理者は、[Tenants] の横のチェックマークを外すこ

とで、VCD ポータルから VCDA UI プラグインへのアクセスを無効にできます。 

 

 

図 5：VCD ポータルから VCDA UI プラグインを無効化 

 

VCDA UI プラグインへのアクセスを復元するには、VCDA ポータルに移動し、そこから VCD 登録を再適用します。これによ

り、VCDA ポリシーへの VCD 組織の割り当てに基づいて、プラグインへのアクセスが構成されます。 

 

クラウド プロバイダーが VCDA ベースのディザスタ リカバリ サービスを構成しなかった場合や、特定のテナントがこのサービ

スを使用するように登録されていない場合には、VCD UI には「Availability」プレースホルダーがあり、VCDA を使用してディ

ザスタ リカバリ サービスを構築するためのオプションが示されます。  

VCDA 拡張機能は以下の場所にあります。 

• 10.1 より前のバージョンの VCD のハンバーガー メニュー 

 

図 6：VCD 10.0.x 以前の VCDA 拡張機能 
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• VCD 10.1 以降ではメイン メニューの [More] の下 

 

図 7：VCD 10.1 以降の VCDA 拡張機能 

System 組織のメンバーと OrgAdmin ユーザーのみが、VMware Cloud Director で VCDA 拡張機能をロードできます。ユー

ザーが VCDA 拡張機能に移動すると、認証用の Cookie が再利用され、ログインしたユーザーに割り当てられた権限に基づい

て、VCDA ポータルが VCD ポータル ウィンドウにロードされます。System 組織メンバーは VCDA のフル UI、テナントの 

OrgAdmin は機能限定の UI をロードし、レプリケーション/移行の構成と操作を実行できます。また、組織の範囲に限定された

レポート作成機能を使用できます。 

 

図 8：非管理者ユーザー向けの VCD 拡張機能としての VCDA 

VCDA ポータルは、VCD UI にロードされます。提供される機能はまったく同じです。ただし例外が 1 つあり、独自の ID 管理

サービス（例：専用の SAML サーバ）を持つテナントは、VCDA ポータルに直接ログインできません。その場合、VCD プラグ

インを使用する必要があります。 

 

VCD と VCDA の統合を成功させるための重要な詳細は、「VMware Cloud Director での VCDA 拡張機能の登録」で説明しま

す。  

VMware Cloud 可用性データ パス 

レプリケーターとトンネルの、2 つのコンポーネントが、レプリケーション データ パスを実現します。マネージャ仮想マシン

は、統合アプライアンスが使用されている場合を除き、レプリケーション データを処理しません。しかし、前述のように、統合

アプライアンスは本番環境ではサポートされておらず、テストのみに使用できます。  
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トンネル 

トンネルは、TLS プロトコルを認識する透過型プロキシです。トンネルは、受信トラフィックを受け取り、その種類に基づいて

バックエンド コンポーネントにリダイレクトします。管理トラフィックと HTTPS/API トラフィックはマネージャに、レプリ

ケーション データ トラフィックはレプリケーターに送信されます。トンネルは、レプリケーション トラフィックに対して一切

操作を行いません。 

トンネル アプライアンスは、コンピュート リソースをあまり消費しませんが、多数のレプリケーションが存在する環境では、大

量のネットワーク トラフィックを処理する場合があります。トンネルは DNAT を介してインターネットに公開されるため、その

ような公開ルールについてあらゆるセキュリティ対策がとられた DMZ ネットワークに接続することをおすすめします。 

レプリケーター 

レプリケーター アプライアンスは、HBRsrv、LWDproxy、レプリケーターの、3 つのサービスを実行します。  

HBRsrv は、ESXi ホストのレプリケーション IO フィルターと通信する下位レベルのコンポーネントです。通信に使用されるプ

ロトコルは Light Weight Delta（LWD）と呼ばれます。これは VMware 独自のプロトコルです。このサービスは、vCenter 

Server を認識せず、vCenter Server と通信しません。HBRsrv サービスは、RPO 期間中に生成された仮想マシンの差分を宛先

のデータストアに保存します。HBRsrv は、ほかの VMware レプリケーション製品に共通するサービスです。VCDA は最終段階

でレプリケーション データを移動するために HBRsrv を再利用します。 

VCDA は、ESXi ホストとソース レプリケーター間で、レプリケーション トラフィックを「プレーン テキスト」形式で送信する

ように ESXi フィルターを構成します。ソース LWDproxy でデータが受信されると、データは暗号化され、オプションで圧縮さ

れます。宛先サイトでは、別の LWDproxy が LWD トラフィックを暗号化解除および解凍し、レプリケーション データは宛先

のレプリケーターによって ESXi ホストに送信されます。  

LWDproxy は、この制限を解消するために開発された VCDA サービスであり、トンネル、またはローカル インフラストラク

チャの外部に送信されたレプリケーション トラフィックを暗号化および圧縮します。LWDproxy サービスは、レプリケーション 

データの送信/受信のためにトンネルと通信します。暗号化と圧縮により、レプリケーター アプライアンスの CPU 使用率が上昇

します。これにより、1 台のレプリケーターが処理できるレプリケーション数が減少することがあります。 

Replicator Service は、VCDA 管理サービスの 1 つであり、レプリケーター アプライアンスによって処理されるそれぞれのレプリ

ケーションについて、構成指示を HBRsrv サービスと LWDproxy サービスに送信します。レプリケーター サービスは、ホスト、

仮想マシン、データストアといった vCenter Server オブジェクトを認識します。このようにして、レプリケーターはレプリケー

ションのためのソース仮想マシンを検出および準備し、受信レプリケーションのためにオブジェクト（独立ディスク）を作成しま

す。  

 

レプリケーターを展開し、接続する場所を決定する際には、これらの 3 つのサービスの仕組みを理解することが重要です。  

クラウド環境では、数百から数千の仮想マシン レプリケーション/移行があると想定されます。レプリケーションの数が、1 台の

レプリケーターで処理されるレプリケーションの最大許容数より少なくても、さまざまな理由から、2 台以上のレプリケー

ターを展開することを常におすすめします。 

• 複数のレプリケーターがあれば、複数のホストのレプリケーションで生成された負荷を分散することができます。  

• また、レプリケーション トラフィックをより多くの物理アップリンクに送信して負荷を適切に分散させることもできま

す。  

• さらに、メンテナンス時に、レプリケーション トラフィックに影響を与えることなく、1 台のレプリケーターをメンテ

ナンス モードにすることもできます。 
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一般に、クラウド プロバイダーは、管理とリソースの vCenter Server/クラスタを区別します。リソース vCenter Server/クラ

スタのホスト数は、管理クラスタのホスト数よりもはるかに多くなります。リソース ホストにレプリケーターを展開し、管理ク

ラスタには展開しないことをおすすめします。その理由は、追加のレプリケーターを展開し、DRS ルールを作成して各ホストに

レプリケーター仮想マシンを維持すると、適切に負荷を分散させることができるからです。さらに、リソース ホスト上のレプリ

ケーター アプライアンスからレプリケーション ネットワークへのレプリケーション トラフィック パスも強化されます。  

接続については、レプリケーターとホスト間の通信と、レプリケーターとトンネル間の通信の 2 つの観点から考慮する必要があ

ります。  

ホストは、レプリケーターと通信するために、管理 VMKernel インターフェイスを使用するか、レプリケーション専用の 

VMKernel インターフェイスを使用することが可能です。  

管理 VMKernel を使用すると、構成が簡素化されますが、管理者が使用できる制御オプションは大幅に少なくなります。さら

に、圧縮されていないレプリケーション トラフィックをルーティングするリスクが生じるため、非常に望ましくありません。 

レプリケーション トラフィック専用の VMKernel を使用することをおすすめします。この方法により、管理者はインフラストラ

クチャの制御を向上できることが、その理由です。NIOC を使用すると、管理者は、さまざまな種類の VMKernel トラフィック

の配分を設定できます。これにより、専用のアップリンクを介してレプリケーション トラフィックを転送できるようになりま

す。以下は、専用のレプリケーション VMKernel インターフェイスを使用したレプリケーションの構成手順です。 

1. レプリケーション VLAN を作成します。 

2. この VLAN のルーティング インターフェイスを作成します。これは物理インフラストラクチャでも、NSX エッジでも

構いません。 

3. レプリケーション トラフィックの仮想ポート グループを作成し、ステップ 1 で作成した VLAN ID を使用してタグ付け

します。 

4. VMKernel インターフェイスを作成し、それをステップ 3 のポート グループに接続し、ルーティング インターフェイ

ス サブネットの IP アドレスを使用して構成します。このインターフェイスにはゲートウェイを構成しないでくださ

い。 

5. このインターフェイスで、[vSphere Replication] と [vSphere NFC Replication] タグを有効にします。 

6. レプリケーター アプライアンスを、ステップ 3 で作成したポート グループに接続します。 

7. レプリケーターを、同じ IP サブネットの IP アドレスを使用して構成し、ルーティング インターフェイスの IP アドレ

スをゲートウェイ アドレスとして構成します。 

これにより、ホストとレプリケーター間の LWD トラフィックが常に同じレイヤー 2 ドメインにとどまり、暗号化および圧縮さ

れたレプリケーション トラフィックのみが、レプリケーターによってレイヤー 3 ルーティング デバイスを介してトンネルに送信

されます。 

 

MultiNIC アプライアンス  

MultiNIC アプライアンスは、レプリケーション トラフィック フローを最適化するために使用されます。各 VCDA アプライアン

スに、複数のネットワーク インターフェイスを構成できますが、通常これはトンネルやレプリケーターに対して行われます。  

VCDA アプライアンスで追加のネットワーク インターフェイスの構成が必要となるのは、次の 2 つの重要なケースです。 

• 大量のレプリケーション トラフィックの処理を避けるために、ルーティング デバイスをバイパスするケース。これ

は、トンネルとローカル レプリケーター間の通信の最適化が必要なシナリオです。 

• リモート サイトからのペアリング セッションが、未接続のネットワークから入ってくるケース。たとえば、クラウド 

プロバイダーが、パブリックとプライベートのネットワークを介したペアリングのために、トンネル アプライアンスで

別々のインターフェイスの使用を希望する場合です。 
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VCDA トンネルに複数のネットワーク インターフェイスが構成される場合、注意すべき要素が 1 つあります。トンネルがローカ

ル サイトのほかの VCDA コンポーネント（マネージャやレプリケーター）との通信に使用できるのは、複数のインターフェイス

のなかの 1 つのみです。トンネルに複数のインターフェイスを構成する際は、常にこの制限を考慮する必要があります。リモー

ト サイトとの通信は、ローカルのマネージャおよびレプリケーターとの通信に使用されるインターフェイスも含め、各ネット

ワーク インターフェイスで処理できます。  

レプリケーターまたはマネージャに追加のネットワーク インターフェイスを構成する必要がある場合には、このような制限はあ

りません。しかし、ローカルサイトの VCDA コンポーネント間の通信を、複数のインターフェイスに分割しないことを強くおす

すめします。 

1 台のアプライアンスに追加のインターフェイスを構成する場合、ルーティングと、デフォルト ゲートウェイに構成するインター

フェイスについて、新たな疑問が生じます。大半のケースでは、デフォルト ゲートウェイはインターネットに接続されたインター

フェイス上に構成する必要があります。それが ens160 という名前の 1 番目のインターフェイスではない場合には、デフォルト 

ゲートウェイを別のインターフェイスに移動する必要があります。ネットワーク インターフェイスは、アプライアンス UI または 

/opt/vmware/h4/bin/net.py ツール（この Python スクリプトの使用方法の詳細については「ネットワーク構成」を参照）を使用

して構成できます。ルーティングを再構成する必要がある場合、UI は適切な選択肢といえないことがあるため、アプライアンスの

仮想マシン コンソールから構成を行います。 

また、使用するインターフェイスで VCDA サービスを明示的に構成する操作も必要になる場合があります。VCDA サービスの背

後のプロセスは、仮想マシンの各インターフェイスで受信しますが、アプリケーション ロジックでは 1 番目のインターフェイス

が選択されます。通常これは、OVF 展開時に構成されるインターフェイスです。サービスで別のインターフェイスを使用しなけ

ればならない場合には、CLI を使用してサービスを再構成する必要があります。必要な構成は、VMware のサポートのガイダン

スに基づき実行しなければなりません。  

 

 

VCDA アプライアンスの構成ファイルを手動で編集しないでください。構成の変更が必要な場合には、

管理 UI、API または CLI を使用してください。 

ほかのインフラストラクチャ コンポーネントの関係 

Platform Services Controller 

以下の 2 つの目的で、すべての VCDA アプライアンスにルックアップ サービスを構成できます。 

• サービス認証およびリソース検出：レプリケーターおよびマネージャは、リソース vCenter Server への認証とリ

ソース検出（VCDA ワークフローからの操作に必要）のため、ルックアップ サービスへの登録が必要です。  

• 管理者による VCDA サービスへの認証：これは必須ではありません。そのため、図 2：VMware Cloud Director 

Availability 内のネットワーク フロー ではトンネルと VC/PSC 間に点線が使用されています。 

ここで問題となるルックアップ サービスは、VMware Cloud Director にコンピュート リソースを提供する vCenter Server に使用

されるサービスであることに注意してください。たとえば、管理とリソースの vCenter Server が別々のルックアップ サービスを

持ち、VCDA マネージャが管理 vCenter Server でホストされている場合、VCDA マネージャには、リソース vCenter Server の

ルックアップ サービスを構成し、仮想マシン/vApp を保護する必要があります。 

ルックアップ サービスについて説明しているところですが、ルックアップ サービスとそれに関連するシングル サインオン

（SSO）ドメインが、1 つの VCDA インスタンスの境界であることにも注意してください。1 台の VCDA マネージャには 1 つの

ルックアップ サービスのみを登録できるため、この VCDA マネージャとそれに関連する VCDA コンポーネントは、この SSO 

ドメイン内のワークロードに対してのみディザスタ リカバリ サービスを提供できます。つまり、クラウド プロバイダーが複数



 

1 9 
 

VMware Cloud Director Availability ソリューションの設計 

 

の SSO ドメインに PVDC を所有している場合、各 SSO ドメインに VCDA インスタンス（トンネル、マネージャ、レプリケー

ター）を展開する必要があります。 

 

図 9：VCDA とルックアップ サービスの関係 

各 PVDC に VCDA インスタンスを展開できますが、1 つの VCDA インスタンスで、1 つの SSO ドメイン内の同数の PVDC を保

護できます。  

vCenter Server 

VCDA は、保護または移行の必要があるワークロード仮想マシンを検出できる必要があるほか、VMware Cloud Director でリ

ソースを提供するように構成された vCenter Server の受信レプリケーションや移行の宛先リソース（クラスタ、データストア、

ネットワークなど）も検出できる必要があります。  

レプリケーターは、vCenter Server と通信するコンポーネントです。トンネルには、そのような要件はありません。  

VMware Cloud Director 

VCDA マネージャのクラウドサービスは、VCD と通信し、送信レプリケーション/移行のための vApp/仮想マシンと、受信レプ

リケーション/移行のための宛先リソース（OrgVDC、ネットワーク、ストレージ）を検出します。VCDA は VCD API を使用し

て、情報をリクエストし、VCD で操作を開始します。 

VCDA と VCD の統合は、vApp Replication Manager から実行されます。VCDA は、VCD API HTTPS ベース URL の後ろに 

/api が付加された URL と、System 組織メンバーであるユーザー アカウントとそのパスワードを受け取ることになります。その

後 VCDA は、VCD から提示された証明書を確認し、Subject Alternative Name（SAN）の DNS エントリとして、VCD API 

HTTPS ベース URL の FQDN を検出することになります。証明書がこのような形で準備されていない場合には、VCDA は VCD 

への登録を拒否します。この FQDN が証明書の Common Name フィールドにあるだけでは十分ではありません。VCDA が、

VCD への TLS 接続を確立し、提供された認証情報を使用してログインすると、VCDA は VCD の REST API を使用してその UI 

エンドポイントを検出します。その値に基づいて、VCDA HTTP サーバが動的に構成され、対応するドメインが CORS 許可リス

トに追加されます。クラウドサービスが再起動され、VCD への接続が確立されると、同じ動的構成が行われます。  

 

追加情報 

 CORS は、エンドユーザーに優れたセキュリティを提供する HTTP メカニズムです。サーバの構成に応じて、ブラ

ウザーは、ドメイン A にあるサーバがリソースをロードする試みを拒否することがありますが、ドメイン B のサー

バではロードが試みられます。VCDA クラウドサービスは、1 つの VCD エンドポイントのみを許可するように構成

されています。これが VCD UI URL です。VCDA プラグインは、この URL からしか、VCD HTML インターフェ

イスにロードされません。 
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証明書と認証情報の確認が完了すると、VCDA は、拡張機能の操作に必要なファイルを VCD セルに展開します。  

ESXi ホスト 

レプリケーターは、ホストと通信して以下を実行します。 

• IO フィルターを有効にし、レプリケーション データの送信先として構成し、レプリケーションのためにソース仮想マ

シンを構成する 

• ホストのリソースをレプリケーションの宛先に割り当てる 

これらの操作は、HBRsrv サービスによって実行されます。認証のため、HBRsrv サービスは、80/tcp のホストと通信する必要

があります。データ トラフィックには、902/tcp を使用して受信レプリケーションのレプリケーション データをホストに送信

し、44046/tcp を使用して送信レプリケーションのレプリケーション データをホストから受信します。 

初期サービス構成 

VMware Cloud Director Availability の初期構成は、VCDA 4.1 で変更されました。4.1 より前のバージョンでは、各アプライ

アンスにログインし、特定の構成を実行する必要がありました。バージョン 4.1 では、構成は大幅に簡素化され、各アプライ

アンスにログインする必要はありません。VCDA を構成する 2 つの方法については、以下で説明します。 

各 VCDA アプライアンスは、OVA ファイルから展開されます。OVF 展開時に、管理者は、ホスト環境内でのアプライアンスの

展開先と接続先、およびアプライアンスのゲスト OS 構成に関する以下の情報を提供します。 

1. アプライアンスの役割（マネージャ、レプリケーター、トンネル、または統合アプライアンス） 

2. ホスト名 

3. 検索ドメイン 

4. ネットワーク インターフェイスの IP 構成。アプライアンスは 1 つのネットワーク インターフェイスとともに展開され

ます。追加のインターフェイスを使用する予定の場合には、展開後に構成します。 

5. 初期パスワード 

6. タイム サーバ 

7. DNS サーバ 

アプライアンスが展開され、電源がオンになると、アプライアンスの動作に必要な OS 設定が構成され、次に、展開時に選択さ

れた役割に基づいてサービスがロードされます。各サービスでは、初回ロード時に、有効期間 1 年の自己署名証明書が作成され

ます。 

VCDA 4.1 以降 

VCDA 4.1 以降を使用してディザスタ リカバリ ソリューションを構築する場合には、初回ログイン時にルート パスワードを変更

した後、クラウド マネージャから初期構成ウィザードを使用できます。これを使用するには、クラウドにすべての VCDA アプラ

イアンスを展開し、すべてのネットワーク前提条件を満たす必要があります。その後、初期構成ウィザードを使用して、vApp 

Replication Manager UI から、すべての構成を実行します。  

このウィザードでは、VCDA ベースのディザスタ リカバリ ソリューションを構成するために必要なすべての情報が求められ

ます。 

• ライセンス キー 

• VCDA サイト名とパブリック サービス エンドポイント 

• VMware Cloud Director のパブリック HTTPS URL とシステム管理者の認証情報 

• ルックアップ サービス URL とその認証情報 
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• 1 つ以上のレプリケーター URL とその認証情報：それ以前にレプリケーターにログインしていない場合、ウィザードで

はルート パスワードの変更が必要なことが認識され、新しいルート パスワードの入力を求められます。 

• トンネル URL：それ以前にトンネル アプライアンスにログインしていない場合、ウィザードでは、OVF 展開時に設定

したパスワードに代わる新しいパスワードの入力を求められます。  

注 初期構成ウィザードでは、トンネル アプライアンスにルックアップ サービスは構成されません。 

 

これらすべての詳細が提供されると、VCDA インスタンスは完全に構成され、操作できるようになります。受信/送信レプリケー

ション/移行を有効にするには、デフォルト ポリシーを変更するか、新しいポリシーを作成してテナントを割り当てます。  

VCDA 4.0.x 以前 

4.1 より前のバージョンを使用する場合には、すべてのアプライアンスを 1 つのソリューションに統合する前に、各アプライアン

スを準備する必要があります。 

vApp Replication Manager 

クラウドサービスの構成ページは、https://manager_ip_or_fqdn:443 にあります。管理者は、初回ログインに、アプライアン

スの展開に使用したルート パスワードを使用します。ログインに成功すると、管理者はまず、このパスワードを変更することを

求められます。OVF プロパティは安全とはみなされないからです。新しいパスワードは、複雑性の要件を満たす必要がありま

す。新しいパスワードが設定されると、管理者はウィザードを開始できます。ウィザードに従って、vApp Replications 

Manager サービスを構成します。 

このウィザードで、以下の項目が構成されます。 

• サイト名：サイト名は、適切に計画することが極めて重要です。いったん設定すると、変更できません。サイト名を変

更する必要がある場合、唯一の選択肢は、マネージャ アプライアンスを再度展開することです。これは、レプリケー

ターがすでに構成されている場合には大きな問題となります。 

• ルックアップ サービス：これは、ワークロード ドメインのルックアップ サービスです。マネージャが、ワークロード 

vCenter Server と同じ SSO ドメインを共有しない管理 vCenter Server でホストされている場合でも、クラウドサー

ビスは、ワークロード SSO ドメインのルックアップ サービスに登録されている必要があります。 

• サービス エンドポイント情報：これは、ディザスタ リカバリ サービスのお客様が使用するパブリック URL です。この

設定は、VCD との統合には不可欠です。このステップで設定された URL は、VCD が HTML インターフェイスで VCDA 

拡張機能を呼び出すために使用されます。通常、この URL は、外部ユーザーによってパブリック IP アドレスに解決さ

れ、VCDA はインターネットからその IP アドレスでアクセスできます。 

• VMware Cloud Director URL：これは VCD の URL であり、VCDA はこの URL から、VCD HTML ポータルに拡張機

能としてロードされることを受け入れます。VCD でこれを制御するのは、[Public API Base HTTPS URL] 設定です。

そのため、このステップで同じ URL を設定することをおすすめします。「VMware Cloud Director」セクションです

でに述べたように、VCDA には、VCD 証明書の準備方法に関する要件があります。VCDA では、VCD 証明書に、

VCD Public Base HTTPS URL と一致する SAN DNS エントリが含まれていることが求められます。 

レプリケーター 

レプリケーター アプライアンスの初期構成を開始するには、管理者は、OVF 展開時に設定したルート アカウントとパスワー

ドを使用して https://replicator_ip_or_fqdn:443 にログインする必要があります。ログイン直後に、アプライアンスではルー

ト パスワードを変更することを求められます。これはセキュリティ対策であり、パスワードがプレーン テキストで保存された 

OVF プロパティからルート パスワードが漏洩するリスクを排除するためのものです。  

次のステップは、ルックアップ サービスにレプリケーターを登録することです。レプリケーション/移行のソースまたは宛先とな

る vCenter Server で使用されているルックアップ サービスを使用することが重要です。レプリケートされる仮想マシンがホス

https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php
https://replicator_ip_or_fqdn/
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トされている SSO ドメインと、レプリケーターが展開されているドメインが異なる場合、そのレプリケーターはワークロード 

ルックアップ サービスに登録する必要があります。 

Replicator Manager 

Replicator Service の構成を開始するには、管理者は、ルート アカウントを使用して https://manager_ip_or_fqdn:8441 にロ

グインする必要があります。マネージャ アプライアンスへの初回ログインの場合、管理者はまず、パスワードを変更する必要が

あります。  

構成の最初のステップは、ワークロード ルックアップ サービスにマネージャ サービスを登録することです。ルックアップ サー

ビスの同じルールがこのサービスにも適用されます。  

2 番目のステップは、マネージャでレプリケーターを登録することです。[Replicator Services] – [New] に移動します。レプリ

ケーターの登録を完了するには、レプリケーター URL、レプリケーター アプライアンスのルート パスワード、およびワーク

ロード SSO ドメインの認証情報が必要です。 

トンネル 

トンネル サービスの管理インターフェイスには、https://tunnel_ip_or_fqdn:8442 からアクセスします。まず、OVF 展開時に

設定したルート アカウントとパスワードを使用し、このインターフェイスにログインします。ここでも、管理者はまず、アプラ

イアンスでこのパスワードを変更することを求められます。  

トンネルについては、ルックアップ サービスへの登録は任意です。登録は、トンネル管理インターフェイスへのログインを、

SSO ドメインのユーザーに対して有効にする必要がある場合にのみ、必要となります。  

 

構成の最後のステップは、トンネリングの有効化です。https://manager_ip_or_fqdn:443 で vApp Replication Manager UI 

に移動し、ルートとしてログインします。[Settings] – [Service Endpoints] – [Tunnel Service address] – [Edit] に移動します。

ポップアップ画面で以下を入力します。 

• トンネル アプライアンスの IP アドレスまたは FQDN（URL に必ずポート 8047 を含めてください） 

• トンネル アプライアンスのルート パスワード 

[Apply] ボタンを押し、次に証明書確認画面で [Accept] を押します。 

これで構成は完了です。次に、VCDA の有用な機能を設定します。クラウド管理者は、任意の方向のレプリケーション/移行が有

効になった VCDA ポリシーを構成し、このポリシーに VCD 組織を割り当てる必要があります。このステップが完了すると、テ

ナントは、VCDA を使用してワークロードの保護や移行を開始できます。 

 

ウィザードを使用すると構成の準備が容易になりますが、一部の詳細情報は表示されません。以降のセクションでは、もっとも

重要な構成設定について詳しく説明します。 

パブリック API エンドポイント 

VCDA バージョン 3.5 より前のバージョンでは、この設定はさらに重要な役割を担っていました。パブリック API エンドポイン

トに構成されたものと一致しない URL とペアリングすることは不可能でした。バージョン 3.5 以降では、ポート 8048/tcp の

トンネルに到達するあらゆる URL とペアリングできます。  

パブリック API エンドポイントは重要です。VCDA が VMware Cloud Director に登録されると、この URL は、VCD が 

VCDA を拡張機能としてロードするときに呼び出す URL となるためです。  

VCDA パブリック API エンドポイント URL を変更する必要がある場合には、VCD への登録を再確立し、VCDA での変更に関し

て Cloud Director に最新情報を提供する必要があります。 

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-Director-Availability/index.html
https://tunnel_ip_or_fqdn:8442/
https://code.vmware.com/apis/1091/vmware-cloud-director-availability
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VMware Cloud Director での VCDA 拡張機能の登録 

VCD が VCDA に登録されると、VCD は、VCDA パブリック API エンドポイントを指す UI プラグインを登録します。それと同

時に、VCDA は、VCD パブリック HTTPS URL を CORS 許可リストに追加し、VCD パブリック HTTPS URL と一致する URL 

から呼び出された場合に限り、リクエストを受け入れて VCD ブラウザー フレーム内にロードするように構成されます。VCD パ

ブリック HTTPS URL が変更されたが VCDA がその変更を認識していない場合、VCDA は VCD ブラウザー ウィンドウへの

ロードを拒否します。  

これについては、「VMware Cloud Director」で詳しく説明します。 

VCD パブリック HTTPS URL の変更、または VCD パブリック HTTPS URL にバインドされた証明書の更新の場合には、VCDA 

に VMware Cloud Director を再登録する必要があります。これにより URL と証明書情報がアップデートされ、VCDA はその 

URL から拡張機能としてロードされることを受け入れます。  

いずれの場合も、VCD が VCDA に登録されると、VCDA は VCD によって提示された証明書を確認します。VCDA では、VCD 

パブリック HTTPS URL として構成された FQDN が、この証明書で Subject Alternative Name （SAN）の DNS エントリとし

て提示される必要があります。この要件が満たされない場合、VCDA は、該当する登録を完了することを拒否します。  

トンネリングの有効化 

前述のように、トンネルは VCDA の必須コンポーネントであり、すべての受信および送信レプリケーション トラフィックは、

トンネル アプライアンスを通過する必要があります。そのためには、トンネリングを手動で有効にする必要があります。トンネ

リングを有効にすると、すべてのローカル コンポーネントでトンネルと通信する準備が整います。  

すべての VCDA コンポーネントは、TLSv1.2 セッションで確立されたセキュアな接続で相互に通信します。サイト A のコンポー

ネントがサイト B のコンポーネントと通信するために、コンポーネント A は、TLS の Server Name Indication（SNI）拡張機

能を使用します。トンネルは、ClientHello メッセージ（SNI を含む）を読み込む方法を認識しており、インターネット ルー

ティング テーブルに基づいてトラフィックの送信先（サイト B コンポーネント エンドポイント）を決定します。複数の TLS 

セッションは必要ないことに留意してください。トンネルは、プライベート キーを格納せず、TLS の終了を行いません。これ

は、TLS SNI 拡張機能に基づいてパケットを転送するシンプルな TCP プロキシです。VCDA ではエンドツーエンド暗号化が必

要であり、TLS MITM （Man-In-The-Middle）を実行する製品の使用がサポートされない理由は多数ありますが、これはその 1 

つです。 

トンネリングの有効化は、クラウド マネージャ UI から実行します。[Settings] – [Service Endpoints] –  

[Tunnel Service Address] – [Edit] に移動し、ポップアップ ウィンドウで、以下を入力する必要があります。 

• トンネル アプライアンス IP または FQDN（ポート 8047 を含む） 

• ルート アカウント（自動入力されます） 

• アプライアンスのルート パスワード 

以下の場合には、トンネルを手動で有効にする必要があります。 

• vApp Replication Manager 証明書の更新 

• トンネル サービスの証明書更新 

• トンネル アプライアンスの再展開 

2 つのトンネル ポートの目的に留意することが重要です。8047/tcp は、ローカル コンポーネントとトンネル間の管理トラ

フィックに使用されるトンネル API ポートです。これは、トンネルを有効にするために使用されるポートです。ポート 

8048/tcp は、リモート トンネルおよびオンプレミス レプリケーターからトラフィックを受信するためにトンネルが使用する

データ エンドポイントです。 
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SSO 登録 

本文書で前述したように、vApp Replication Manager は、リソース vCenter Server 用に、ルックアップ サービスを構成する

必要があります。管理 vCenter Server 用には必要ありません。この登録は、ユーザーが VCDA ポータルにログインするときに 

SSO 認証情報を使用するために必要です。  

ルックアップ サービス証明書が交換された場合には、ルックアップ サービスと、vApp Replication Manager サービス、

Replicator Manager サービス、およびすべてのレプリケーターの間のチャネルを再確立する必要があります。  

ペアリング 

概要 

ペアリングとは、2 つの VCDA クラウド間、またはオンプレミス レプリケーターとクラウドの VCDA 間の信頼を確立するため

のプロセスです。 

レプリケーションの構成を可能にするには、ユーザーは、ローカル サイトとリモート サイトの両方でログインを確立する必要が

あります。リモート サイトへのログインは、ペアリングで確立された信頼に基づいて行われます。 

この信頼のチャネルとセッションの認証の組み合わせにより、以下の検出が可能になります。 

• 保護または移行対象のワークロード 

• 保護または移行の宛先のリソース 

クラウド間のペアリングは 2 つのステップによるプロセスであり、各ステップは別のクラウド サイトから実行されます。クラウ

ド間のペアリングは、管理者が実行します。クラウド間のペアリングを完了するには、管理者はペアリングを開始し、リモート 

サイト名と URL を入力します。  

コンポーネントは、認可と認証に X509 証明書を使用します。ペアリングを完了するために、管理者は、リモート コンポーネン

トの証明書を確認することを求められます。管理者が証明書を受け入れると、セキュアな接続が確立されます。管理者は、リ

モート エンドポイントに割り当てられた証明書を受け入れることを求められます。  

オンプレミスとクラウド間のペアリングは、オンプレミス サイトから開始されます。オンプレミスの管理者は、オンプレミス サ

イト名、VCDA クラウド URL、オンプレミスのワークロードがレプリケートされる VCD 組織からの認証情報を提供します。プ

ロセスはこれで完了します。ペアリング ウィザードでは、クラウドからオンプレミス vSphere インベントリへのアクセスを有効

または無効にするオプションが提供されます。これを有効にする必要があるケースは次の 2 つです。 

1. クラウド プロバイダーとテナントが、プロバイダーがテナントのためにマネージド サービスを提供することについて

合意している場合。この場合、テナントは、クラウド プロバイダーに対して直接、自社の vCenter Server へのアクセ

スを提供する必要はありません。しかし、プロバイダーは、VCDA ポータルまたは VCD の VCDA 拡張機能を使用し

て、クラウドへのレプリケーションまたは移行が必要なオンプレミスのデータセンターの仮想マシンのみを参照できま

す。 

2. オンプレミスの vCenter Server が、HTML5 Client がない古いバージョンを実行している場合。このような場合、

VCDA を使用して必要な仮想マシンをレプリケートまたは移行するには、VCDA ポータルまたは VCD で VCDA 拡張

機能を使用する以外に方法はありません。 

 

クラウドから見た場合、ペアリングが行われると、Replicator Manager サービスは、リモート サイトのすべてのレプリケー

ターをレプリケーター インベントリに登録します。これにより、ローカルの Replicator Manager が扱う受信レプリケーション

のために、ローカルとリモートのレプリケーターのペアを作成できるようになります。 
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1 台のトンネルは、プライベートまたはパブリックのネットワークを介してペアリング セッションを受け入れることができま

す。それぞれの詳細については、次の 2 つのセクションで説明します。 

インターネットを介したペアリング 

通常インターネットを介したペアリングは、パブリック API エンドポイントとして構成された URL に対して行われますが、こ

れは必須ではありません。ネットワーク デバイスに解決される URL を使用してトンネル アプライアンスへの DNAT

（Destination NAT）を行えば十分です。トラフィックがポート 8048/tcp のトンネル インターフェイスに配信されるように 

DNAT を構成する必要があります。パブリック ポートは重要ではありません。変換ポートのみが重要です。クラウド プロバイ

ダーが、ほかのサービスの公開に 443/tcp をすでに使用している状況で、VCDA を IP アドレスで公開することを計画している

場合、ほかの tcp ポートを使用しても構いませんが、そのポートは https://tunnel_IP_address:8048 に変換される必要があり

ます。  

プライベート ネットワークを介したペアリング 

プライベート ネットワークを介したペアリングは、トンネルの前にある DNAT デバイスを通過しません。ペアリングがポート 

8048 のトンネル インターフェイスに到達するだけで十分です。任意のトンネル インターフェイスの IP アドレスか、トンネル 

IP アドレスに解決される FQDN を使用できます。 

インターネットからの管理者アクセス 

これは、管理者セッションがパブリック ネットワークから開始された場合に、管理者セッションを認証するかどうかを制御する

セキュリティ設定です。この設定が有効な場合、以下に適用されます。 

• ローカル ルート アカウントのログイン セッション 

• VCD システム管理者のログイン セッション 

• SSO ドメイン管理者のログイン セッション 

それにより Web ページの /ui/admin がロードされなくなるということではありません。この設定が無効の場合は、すべてのロ

グインの試行が失敗し、「401 Not Authenticated」が表示されるということです。  

 

スロットリング 

帯域幅のスロットリングの適用には 2 つのオプションがあります。 

• ローカル サイトに入るレプリケーション トラフィックの量 

• オンプレミス レプリケーターがクラウドに送信するトラフィックの量  

最初の設定は、[VCDA Portal Settings] ページにあります。このグローバル設定は、トンネルが処理するすべてのリモート サイ

トからの受信トラフィックの許容量を制御します。この制限は、トンネルがローカル サイトのほかの VCDA アプライアンスと通

信するために使用するインターフェイスに適用されます。このようにして、VCDA は、レプリケーション トラフィックにより、

ローカル サイトのストレージとネットワーク インフラストラクチャに対する負荷が大きくなりすぎないようにします。 

https://marketplace.cloud.vmware.com/services/details/c372290d-9997-4f85-b4d4-bfc1e5c71cc7
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図 10：帯域幅スロットリング構成 

2 つ目のオプションは、オンプレミス レプリケーターがクラウドに送信するトラフィック量を制御するものです。これはポリ

シーを使用することで可能となります。ポリシーのスロットリング設定は、オンプレミス レプリケーターのみに適用され、クラ

ウド レプリケーターには適用されません。帯域幅スロットリングが設定されると、オンプレミス レプリケーターは、この制限を

順守し、帯域幅の上限を違反せずに RPO が満たされるように操作の最適化を試みます。低い帯域幅制限や、大きな差分、短い 

RPO 期間が原因でそれが不可能な場合には RPO 違反が発生するため、許容される帯域幅、RPO 期間、またはレプリケーション

設定を変更することで設定を最適化する必要があります。 

ポリシー 

ポリシーは、ポリシーに割り当てられたテナントが許可される操作を制御し、一部の制限を適用します。ポリシーで管理可能な

設定により、クラウド プロバイダーは、レプリケーションと移行によって生じる使用率とパフォーマンスの要求を制御できま

す。ポリシーはクラウド プロバイダーの制御下にあり、テナントは、クラウド管理者の構成に従ってポリシーを使用します。  

ポリシーでは、レプリケーションと移行を区別し、どの方向が有効か無効かを制御します。さらに、以下に対して制限を設定で

きます。 

• 構成されるレプリケーションの最大数 

• テナントが構成するレプリケーションに許容される最短の RPO 期間 

• 固定およびローテーションされる MPIT の最大数 

• 送信レプリケーション トラフィックを制限する、オンプレミス レプリケーターの帯域幅制限 

ポリシーを使用することにより、クラウド プロバイダーは、テナントが VCDA イベントを VCD に転送するためのオプションを

許可または禁止できます。 

サービス レベル アグリーメント（SLA）プロファイル 

プロファイルも、テナントがレプリケーションに SLA プロファイルを使用できるかどうかを制御します。SLA プロファイルは、

各レプリケーションに該当する特定の設定から構成されます。SLA プロファイルのコンセプトは、これらの設定を事前構成し、

今後のために SLA プロファイルに保存することです。メリットは次のとおりです。 

• レプリケーションをわずか数回のクリックで構成できる 

• 各ワークロードに SLA プロファイルを割り当て、一貫した保護設定を使用できる 

• 一般ユーザーが、通常は管理者のみが管理する設定を使用して、レプリケーションを構成できる 

1 つの SLA プロファイルは以下の設定で構成されます。 

• Profile Name 
• RPO：ポリシーで許容される最短時間から 24 時間まで 
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• 保持ポリシー： MPIT の数 

• ゲスト OS 休止の有効化または無効化  

• レプリケーション トラフィックの圧縮の有効化または無効化 

• 初期同期の開始遅延 

テナントがレプリケーション構成時に SLA プロファイルを使用できる設定になっている場合、テナントは、SLA プロファイルを

使用するかどうかを選択できます。以下の図のように、[SLA profile] がオンになっている場合、構成の必要があるレプリケー

ション設定は大幅に減少します。 

 

図 11：SLA プロファイルを使用するレプリケーション構成 

オンプレミス サイトの VMware Cloud Director Availability 

概要 

VMware Cloud Director Availability のユースケースの 1 つは、vSphere 管理環境でホストされるワークロードの保護とクラウ

ドへの移行です。これを実現するため、VMware は、オンプレミス展開のための専用 VCDA アプライアンスを提供しています。

このアプライアンスは、vCenter Server によって管理される仮想マシンを保護し、クラウドとの間で移行するように構成された

レプリケーターです。  

モダンな vSphere 環境では、VCDA オンプレミス アプライアンスは、プラグインを通じて vSphere Client とのネイティブ統

合をサポートしています。このプラグインは、vSphere HTML5 Client の一部であり、vCenter Server に展開されます。C# や 

Flash クライアントのようなレガシー管理ツールでは、このような統合は不可能です。HTML5 Client のない古いインフラストラ

クチャをお使いのお客様は、VCDA ポータルを使用してオンプレミス サイトとの間のレプリケーションや移行を構成および管理

できます。 

VCDA オンプレミス アプライアンスは、両方向（クラウドからの受信と、クラウドへの送信）のレプリケーションと移行をサ

ポートします。実際の機能は、クラウド プロバイダーがクラウドで組織に割り当てるポリシー設定によって異なります。 
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VCDA オンプレミス アプライアンスは OVA フォーマットでも提供されており、https://my.vmware.com/jp からダウンロード

できます。法的な理由により、クラウド プロバイダーがダウンロードまたは配布することは禁止されています。OVA をダウン

ロードできるのは、製品を使用する前に EULA に同意したお客様のみです。クラウド プロバイダーは、サポート対象のバー

ジョンについての指示を提供するのみです。 

要件 

VCDA オンプレミス レプリケーターは、オンプレミス サイトの vCenter Server およびホストと通信する必要があります。正確な

エンドポイント、プロトコル、ポートについては、ドキュメントおよび https://ports.vmware.com を参照してください。SSO ドメ

インが、5.5 からアップグレードされた vCenter Server でホストされている場合、ルックアップ サービスはポート 7444/tcp でリッ

スンするので注意してください。また、オンプレミス レプリケーターがルックアップ サービスに登録されている場合は、ルック

アップ サービス URL で正しいポートを明示的に提供する必要があります。 

VCDA オンプレミス レプリケーターは、インターネットからの受信セッションを受け入れません。つまり、オンプレミス レプリ

ケーターから公開されるサービスを構成する必要はないということです。オンプレミス レプリケーターは、クラウドで VCDA と

のペアリングを開始するため、インターネットまたはプライベート ネットワークを介してクラウドへの送信接続が可能である必

要があります。 

1 台のオンプレミス レプリケーターは、1 つの VCD 組織とペアリングできます。オンプレミス インフラストラクチャの仮想マ

シンの保護や複数の VCD 組織への移行が必要な場合には、複数のオンプレミス レプリケーターを展開および構成できます。 

構成 

展開後の最初の作業は、OVF 展開の一環として設定したルート パスワードを変更することです。  

次の構成ステップは、ペアリングの構成とローカルの配置構成の 2 つの操作に分類できます。  

ペアリング 

ペアリングとは、オンプレミス レプリケーターとクラウドの VMware Cloud Director Availability との間に、接続と信頼を確立

するプロセスです。ペアリングを開始する前に、クラウド プロバイダーは、テナントに以下の詳細を提供する必要があります。 

• VCDA パブリック エンドポイント URL 

• VCD Organization Administrator のユーザー名 

• パスワード  

• VCDA クラウドサービスがよく知られたパブリック証明書認証局によって署名された証明書を使用しない場合には、証

明書のサムプリント 

専用のウィザードが、管理者がペアリング プロセスを完了できるように支援します。以下の詳細をいくつかのステップで提供す

る必要があります。 

• オンプレミスのサイト名：これは、クラウド プロバイダーのオンプレミス サイト リストに表示され、オンプレミスの

各テナントを区別します。 

• ルックアップ サービス URL と認証情報：オンプレミス レプリケーターはルックアップ サービスに登録されます。この

登録を使用して、vCenter Server はオンプレミス レプリケーターを検出し、そこからプラグインをダウンロードして 

vSphere HTML Client に統合します。  

• クラウドサービスの詳細：このステップでは、管理者は、クラウドの VCDA インストールの情報を提供します。これに

は、VCDA クラウドサービス エンドポイント、VCD Organization Administrator のユーザー名、パスワードが含まれ

ます。ペアリングを成功させるには、レプリケーションが有効になった VCDA ポリシーに VCD 組織が割り当てられて

いる必要があります。  

https://manager_ip_or_fqdn/
https://ports.vmware.com/
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このステップでは、重要な設定を構成する必要があります。クラウドからのオンプレミス vSphere インベントリの参

照を有効または無効にします。有効にできる顕著な 2 つのケースは、クラウド プロバイダーがマネージド サービスを

提供する場合と、オンプレミスの vSphere のバージョンでは vSphere Client とのプラグイン統合がサポートされない

場合です。  

 

図 12：クラウドからのアクセスの許可 

管理者が、[Next] を押すと、クラウドの VCDA サービスの証明書サムプリントが提供されます。証明書が確認され、受け入れら

れると、ウィザードは最終レビュー ウィンドウに進みます。このウィンドウでは、管理者は、ペアリング ウィザードの終了後す

ぐに配置ウィザードを開始するかどうかを決定するスイッチを有効または無効にできます。  

配置 

前述のように、仮想マシンは、クラウドからオンプレミス インフラストラクチャにフェイルオーバーまたは移行できます。配置

設定は、そのような仮想マシンをオンプレミス vCenter Server インベントリでホスト、接続、および格納する場所を定義しま

す。配置ウィザードは、仮想マシンが配置されるフォルダ、仮想マシンがホストされるクラスタおよびリソース プール、仮想マ

シン ファイルが格納されるデータストア、仮想マシン ネットワーク インターフェイスが接続されるネットワークに関する情

報を収集します。    

アプライアンス管理 

アプライアンス設定の大半は、OVF の展開時に OVF プロパティによって構成されます。設定の一部には、展開時の構成が使用

されます。後で変更できる設定もあります。OVF プロパティとして設定されたパスワードは、初回ログイン後に変更する必要が

あります。 

ネットワーク構成 

アプライアンスのネットワーク設定は、UI と Python スクリプト /opt/vmware/h4/bin/net.py の 2 とおりの方法で管理できま

す。/etc/systemd/network ディレクトリのネットワーク スクリプトの手動編集は、エンジニアリング チームから推奨された場

合を除き、サポート対象外であり、おすすめできません。  

展開時に間違った OVF プロパティが設定されると、アプライアンス起動時のネットワーク インターフェイス構成が不完全に

なることがあります。そのような場合、Python スクリプトを使用してエラーを修正できます。その後は UI を使用し、必要に

応じてネットワーク構成を変更できます。以下は、この Python スクリプトでサポートされる操作です。 

• configure-nic：特定の NIC の構成をアップデート 

• nics-status：すべての NIC の現在の構成を表示 

• nic-status：特定の NIC の現在の構成を表示 
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• unconfigure-nic：特定の NIC の構成を解除し、ルーティング不可に設定 

• dns-status：現在の DNS 構成を表示 

• configure-dns：グローバル DNS 構成を変更 

• list-routes：現在構成されているスタティック ルートを取得 

• add-route：新しいスタティック ルートを作成 

• remove-route：スタティック ルートを削除 

これらの操作はすべて、UI からも実行できます。アプライアンスのあらゆるネットワーク インターフェイスの構成に、UI と 

Python スクリプトの両方を使用できます。 

NTP 

VCDA アプライアンスは、ほかのすべてのコンポーネント（vCenter Server、VCD セル、ホスト）が使用するものと同じ NTP 

サーバと同期する必要があります。NTP ソースは、OVF プロパティで設定できますが、後で UI または Python スクリプト 

/opt/vmware/h4/bin/configure-ntp.py でも設定できます。アプライアンスが NTP ソースと通信し、そこから時刻アップデー

トを得られる場合には、ダッシュボードに緑のマークが表示されます。そうでない場合にはダッシュボードにアラートが表示さ

れるので、修正する必要があります。  

時刻を同期できないと、認証および VCDA コンポーネント間の通信が失敗することがあります。したがって、NTP 時刻同期が

スムーズに機能することが不可欠です。 

証明書管理 

証明書は、VCDA 操作に不可欠な部分です。各アプライアンスは、証明書を使用してほかのアプライアンスに対する認証を行い

ます。VCDA アプライアンスは、自己署名証明書、および証明書認証局によって署名された証明書を同等に使用できます。各

サービスでは、初回ロード時に、有効期間 365 日の自己署名証明書が構成されます。  

証明書の交換は UI で実行できます。  

 

図 13：VCDA での証明書の更新 

[Import] オプションを使用すると、CA（証明書認証局）署名の証明書をサービスに割り当てることができます。CA 署名の証明

書は、PKCS#12 フォーマットでなければなりません。[Regenerate] オプションにより、有効期間 365 日の新しい自己署名証明
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書を生成できます。新しい証明書がインポート/再生成されると、サービスは自動的に再起動され、新しい証明書がロードされま

す。  

証明書に関する重要事項： 

1. VCDA では、各コンポーネントにそれぞれ証明書があることが求められます。すべてのサービスにワイルドカード証明

書を使用することは避けてください。使用すると、VCDA の設定が失敗することがあります。 

2. VCDA マネージャで実行されているクラウドサービスの証明書のみが外部に対して表示されます。この証明書は、ペア

リング時、およびユーザーが VCDA ポータルを直接または VCD 拡張機能としてロードしたときに提示されます。署名

証明書が VCDA によって DRaaS に使用される必要がある場合、この証明書はこのサービスのみ必要となります。ほか

のサービス（トンネル、マネージャ、レプリケーター）は、自己署名証明書で引き続き稼動できます。 

3. トンネルの手前に存在する可能性のあるセキュリティ デバイスには、証明書をインストールしないでください。証明書

の交換や SSL オフロードのような SSL 操作は、VCDA によって、転送時のトラフィック変更として認識され、認証や

その後の処理が拒否されます。これは頻繁に、ペア サイトの障害として報告されます。トンネルの前にセキュリティ 

デバイスを展開する必要がある場合には、それを VCDA に対して透過モードで動作するように構成し、トラフィック

が、リモート トンネルまたはオンプレミス レプリケーターによって準備された元の形式でトンネルに到達するように

します。 

監視とレポート 

ビルトインのレポート作成 

ビルトインのレポート作成ツールによって提供される情報は、クラウド プロバイダーにより、テナントの月次請求書を生成する

ためのコスト算出モデルのエントリ ポイントとして使用されます。 

バージョン 4.0 以降、VCDA ポータルの UI で、クラウド プロバイダーに対し、特定期間中のテナント別のトラフィック データ

とストレージ使用量に関するレポート情報が提供されるようになりました。情報はグラフィック形式と、プロバイダーがエクス

ポートする必要がある場合には、RAW 形式で提供されます。 
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クラウド プロバイダーとテナントの両方に対し、現在 VCDA によってクラウド サイトにレプリケートされているワークロード

のフェイルオーバーや移行に必要なコンピュート リソースの量に関する情報が提供されます。これには、すべての受信レプリ

ケーションで使用される仮想 CPU の数、メモリ、ディスク容量に関する情報が含まれます。以下は、このレポートのテナント 

ビューです。 

 

vCloud Availability 3.x をまだ使用しているクラウド プロバイダーは、CLI でのみ、この情報を取得できます。その方法は、以

下に記載されています。 

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vCloud-Availability/3.5/administering-vcloud-availability/GUID-DC847544-6214-
4242-A3E2-D5B490DDE8A7.html 

 

  

UM 統合 

VMware Cloud Provider Partners（VCPP）プログラムの一環として、Usage Meter（UM）には、クラウド プロバイダーが所有

し VMware 製品で管理されるリソースについて、ライセンス使用量の測定と使用量レポートの自動作成の機能があります。クラ

ウド プロバイダーは、VCPP プログラムを通じて VCDA にアクセス可能なため、VCDA は Usage Meter と緊密に統合されてお

り、アクティブなリソースや、VCPP プログラムの製品で管理されるリソースに関する月次レポートの生成および送信を手作業

で行う必要はありません。  

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vCloud-Availability/3.5/administering-vcloud-availability/GUID-DC847544-6214-4242-A3E2-D5B490DDE8A7.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-vCloud-Availability/3.5/administering-vcloud-availability/GUID-DC847544-6214-4242-A3E2-D5B490DDE8A7.html
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VCDA は Usage Meter のすべての最新バージョンと互換性があります。3.6.1 を使用している場合には、ホット パッチ 5 以降が

適用されていることを確認してください。以下は、VCDA/Usage Meter の相互運用性マトリックスへのリンクです。 
https://interopmatrix.vmware.com/ 

Usage Meter をクラウド プロバイダー環境に展開する方法については、ドキュメントの Usage Meter のページを参照してくだ

さい。展開と構成が終わったら、Usage Meter をすべての VCDA マネージャと統合する必要があります。Usage Meter は 

VCDA マネージャから、使用率の統計を収集し、レポートします。以下は、Usage Meter 4.3 のドキュメントへのリンクで、

Usage Meter に VCDA マネージャを登録するステップが記載されています。 
https://docs.vmware.com/jp/vCloud-Usage-Meter/4.4/Using-and-Managing-vCloud-Usage-Meter/GUID-7C778B16-299C-477B-8D99-
C3B753DA8042.html 

VRLI パック 

vRealize Log Insight (VRLI) VCDA Content Pack は、VRLI マーケットプレイスから入手できます。VCDA ログおよびイベント

は、ビルトイン ダッシュボード、クエリ、アラートのベースとして機能します。クラウド プロバイダーはこれを使用して VCDA 

の運用状況を把握し、注意が必要な場合に通知を受け取ることができます。  

クラウド管理者は、VCDA Content Pack がインストールされた syslog サーバ URL を構成する必要があります。これは VCDA 

ポータルの [Events and Notifications] オプションから構成できます。より詳細な分析のために、クラウド管理者は、VCDA ア

プライアンスに VRLI エージェントを展開できます。  

 

vROPs パック 

vRealize Operations は、ほぼすべてのクラウド プロバイダーで使用されます。VCDA vROPs 管理パック（VCDA MP for 

vROPs）は、VCDA で保護されたワークロードに関する詳細なインサイトを提供します。これは、

https://marketplace.cloud.vmware.com/services/details/c372290d-9997-4f85-b4d4-bfc1e5c71cc7 から入手できます。 

VCDA MP for vROPs は、1 つの .pak ファイルとして配布され、プロバイダーとテナントの双方に、健全性の状態、構成設定、

リソース使用量に関する詳細な情報が含まれた、受信レプリケーションのビューを提供します。  

以下のスクリーンショットは、VCDA で保護されたワークロードにテナントがドリルダウンして、最大限詳細な情報を取得する

方法を示したものです。 

https://interopmatrix.vmware.com/
https://docs.vmware.com/jp/vCloud-Usage-Meter/4.4/Using-and-Managing-vCloud-Usage-Meter/GUID-7C778B16-299C-477B-8D99-C3B753DA8042.html
https://docs.vmware.com/jp/vCloud-Usage-Meter/4.4/Using-and-Managing-vCloud-Usage-Meter/GUID-7C778B16-299C-477B-8D99-C3B753DA8042.html
https://marketplace.cloud.vmware.com/services/details/c372290d-9997-4f85-b4d4-bfc1e5c71cc7
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