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まえがき

本書の目的

本書はFUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O IaaS / FJcloud-ベアメタル（以降、FJcloud-O/ベアメタル）が提

供するサービス、機能の内容を説明しています。FJcloud-O/ベアメタル上でお客様向けアプリケーション、およびサービス

を開発する際の以下のようなケースで活用してください。

• 開発するお客様向けアプリケーションやサービスが活用できるFJcloud-O/ベアメタル上のサービス、機能の選定、およ

びその組み合わせの検討

• お客様向けアプリケーションとしてシステム開発すべき範囲はどこからか、提供されるサービス・機能と作り込みが必要

な範囲の検討

本書の読者

本書はFJcloud-O/ベアメタル上で、アプリケーションやサービスを企画または開発される方を対象に書かれています。本

書を読むにあたって、以下の知識が必要です。

• 仮想化技術（ハイパーバイザ、仮想サーバ、仮想ストレージ、仮想ネットワーク）に関する基本的な知識

• OpenStackに関する基本的な知識

• 使用するOSに関する基本的な知識

• インターネット、イントラネットに関する基本的な知識

• セキュリティに関する基本的な知識

• バックアップ、監視、冗長化などシステム運用に関する基本的な知識

マニュアル体系

目的・用途に合わせて、以下の関連マニュアルもお読みください

マニュアル名称 目的・用途

機能説明書（本書） 本サービスが提供する機能詳細を解説した資料です。

APIユーザーズガイド REST APIの使い方について、API実行環境の構築方法、利用シーケ

ンスに合わせたサンプルスクリプトなどを説明した資料です。

APIリファレンスマニュアル REST API を利用する際の詳細リファレンスを記載した資料です。

HEATテンプレート解説書 オーケストレーション機能を利用する際に記述する、Heat 
Orchestration Template (HOT)の書式について説明した資料です。

IaaSポータルユーザーズガイド IaaSポータル（Web GUI）を使用して、本サービスが提供する機能の

使い方を説明した資料です。

FJcloudポータルユーザーズガイド FJcloudポータルが提供する利用登録、利用者情報管理などの機能

の使い方を説明した資料です。

データベースサービス ユーザーズガイド データベースサービスの基本的な操作方法を説明した資料です。

本文中の略称

本書では、製品名を以下のように表記しています。

正式名称 略称

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O FJcloud-O

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O IaaS IaaS
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正式名称 略称

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-ベアメタル ベアメタル

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloudポータル FJcloudポータル

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O/ベアメタル IaaSポータ

ル

IaaSポータル

次世代仮想ファイアーウォール powered by Palo Alto Networks 
VM-series

Palo Alto Networks

Microsoft® Windows Server® Windows Server

Microsoft® Windows Server® 2019 Windows 2019

Microsoft® Windows Server® 2016 Windows 2016

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Windows 2012 R2

Microsoft® Windows Server® 2012 Windows 2012

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Windows 2008 R2

Microsoft® Windows Server® 2008 Windows 2008

Windows® 10 Windows 10

Windows® 8.1 Windows 8.1

Windows® 7 Windows 7

Windows

Red Hat® Enterprise Linux® 6.x (for Intel64)（xは数字） RHEL6.x（xは数字）

Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (for Intel64)（xは数字） RHEL7.x（xは数字）

Red Hat® Enterprise Linux® 8.x (for Intel64)（xは数字） RHEL8.x（xは数字）

Red Hat® OpenShift Container Platform 3.x (English) （xは

数字）

RHOCP3.x（xは数字）

Red Hat® OpenShift Container Platform 4.x (English) （xは

数字）

RHOCP4.x（xは数字）

Linux

Community Enterprise Operating System 6.x（xは数字） CentOS 6.x（xは数字）

Community Enterprise Operating System 7.x（xは数字） CentOS 7.x（xは数字）

Community Enterprise Operating System 8.x（xは数字） CentOS 8.x（xは数字）

CentOS

Rocky Linux™ 8.x（xは数字） Rocky Linux 8.x（xは数

字）

Rocky Linux

Red Hat Update Infrastructure RHUI

Red Hat Enterprise Linux AUS（AMC Update Support） RHEL AUS

Windows Server Update Services WSUS

VMware® vSphere® VMware vSphere

VMware® ESX® ESX

VMware® ESXi™ ESXi

VMware® vCenter Server™ vCenter Server

VMware® vSphere® Client vSphere Client

VMware Tools™ VMware Tools

VMware
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正式名称 略称

Amazon S3 S3

商標

• Microsoft、Windows、Windows Serverまたはその他のマイクロ ソフト製品の名称および製品名は、米

国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

• Javaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

• Xeonは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

• Linux®は米国及びその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。

• Red Hat、Red Hat Enterprise Linux、OpenShiftは米国およびその他の国において登録されたRed Hat, Inc.の
商標です。

• Rocky Linuxは Rocky Enterprise Software Foundation の登録商標あるいは商標です。

• Ubuntuは、Canonical Ltd.の登録商標です。

• OpenStackのワードマークは、米国とその他の国におけるOpenStack Foundationの登録商標/サービスマークまた

は商標/サービスマークのいずれかであり、OpenStack Foundationの許諾の下に使用されています。

• VMwareおよびVMwareの製品名は、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。

• SAP及びSAPロゴ、SAP R/3、mySAP.com、mySAP Business Suite、その他のSAP製品は、ドイツ及びその

他の国におけるSAP AGの商標または登録商標です。

• AkamaiおよびAkamai Intelligent PlatformはAkamai Technologies, Inc.の商標または登録商標です。

• Amazon S3は、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

• そのほか、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

なお、本書では、システム名または製品名に付記される登録表示（™または®）は、省略しています。

輸出管理規制

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規

制をご確認のうえ、 必要な手続きをおとりください。

お願い

• 本書は、予告なしに変更されることがあります。

• 本書を無断で他に転用しないようお願いします。

• 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責

を負いません。
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変更履歴

本マニュアルの変更履歴を以下に示します。

版数 更新日 変更箇所 概要

3.99 2023年5月16日 専有物理サーバサービス

Microsoft製品持込時の注意事項

専有物理サーバ管理

専有物理サーバサービスメンテナンス

・専有物理サーバサービスの提供終了

仮想サーバの作成／削除 ・オートフェイルオーバ発生時における仮想

サーバの状態遷移の説明変更

OS提供サービス

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

・新規提供OSイメージの追加

　－Rocky Linux 8.7

イメージの転送（東日本第1／第2、西

日本第1／第2）

イメージの転送（東日本第3／西日本

第3）

・イメージ転送時のイメージファイル名への拡

張子の付与についての説明追加

ネットワーク管理 ・FJcloud-O以外のネットワーク通信に関す

る注意事項の追加

IPsec VPN機能 ・1つのVPNサービス上に、複数のIPsecサ

イトコネクションを作成する場合の注意事項

の追加

SSL-VPN接続

制限値

・SSL-VPN接続数と接続可能なユーザー

数に関する仕様説明の追記

Microsoft製品持込時の注意事項 ・認定モビリティパートナーの情報の更新 
　－認定モビリティパートナーのWebサイトの
URL

　－Authorized Mobility Partner 
Website URL

3.98 2023年4月20日

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（RHEL／CentOS）

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（ESXi）

・OS側の設定に関する注意事項の追加

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHEL8.7

3.97 2023年4月3日

移行元OSがRHEL8の場合 ・cloud.cfgの設定手順における ssh_
deletekeysの設定値の説明修正
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版数 更新日 変更箇所 概要

仮想サーバの作成／削除 ・オートフェイルオーバ発生時における仮想

サーバの状態遷移の説明追加

増設ストレージ ・ストレージ追加に関する注意事項の修正

マルチパート ・アップロードされた分割データの情報の同

期とマルチパートアップロードの完了操作に

関する説明追加

ファイアーウォールサービス ・ファイアウォール作成時の設定項目の追加

ロードバランサーサービスとは ・ロードバランサー（nfv）に関する注意事項

の削除

レコード管理機能

レイテンシーベースルーティング機能

制限値

・DNSサービスのLBRレコード廃止に関する

関連記述の削除

3.96 2023年3月16日

同一サブネット内通信でファイアーウォー

ルサービスを使用する場合

・ファイアウォールルールの設定に関する説明

の修正

3.95 2023年3月14日 スタックの構築（東日本第3／西日本

第3）

・仮想ルータの SNAT通信設定に関する注

意事項の追加

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHOCP4.12

共有型サービス

仮想サーバタイプ UM4-4S.d および

L4-30S.d の利用申請方法

・ガバメントクラウドの共有型サービスに関す

る仮想サーバタイプの追加

　－UM4-4S.d

　－L4-30S.d

3.94 2023年3月1日

制限値 ・仮想サーバイメージ作成時のブロックスト

レージの最大サイズに関する項目および説

明追記

リージョン

APIエンドポイントがサポートするプロトコ

ルおよび暗号スイートリージョン

・APIエンドポイントがサポートするプロトコル

および暗号スイートに関する対象リージョン

の変更（東日本／西日本リージョン1／2
→ 全リージョン）

仮想サーバの作成／削除 ・.dフレーバーに関する注意事項の追加

3.93 2023年2月16日

仮想サーバの運用操作

サーバグループ機能 [東日本第1／

第2、西日本第1／第2]

サーバグループ機能 [東日本第3／西

日本第3]

専有仮想サーバ

・サーバグループに設定するポリシーの変更（

Affinity → Soft-Affinity）
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版数 更新日 変更箇所 概要

バケットライフサイクル ・オブジェクトストレージのバケットライフサイク

ルの削除に関する仕様説明の追加

ポリシーの指定項目

ポリシーの設定例

・オブジェクトストレージのポリシーに関する説

明の修正、および追加

内部ネットワークの共有

（access_as_shared）
・RBACに関する注意事項の追記

IPsec VPN機能 ・VPN接続の設定項目に関する仕様説明

の追記

負荷分散条件設定 ・ロードバランサー（nfv）のリスナー設定項目

に関する仕様説明の追記

負荷分散対象の異常監視 ・ロードバランサー（nfv）の異常監視に関す

る注意事項の追加

3.92 2023年1月17日

ロードバランサー ・ロードバランサー（lbaas）の削除時の注意

書きの追加

OS提供サービス ・OSイメージの提供終了

　－CentOS 8.3

仮想ルータ機能 ・仮想ルータとネットワークのアタッチに関する

注意事項の追加

IPsec VPN機能 ・イニシエータモードの項目をVPN接続に関

する設定項目からIPsec ポリシーに移動

ベアメタルサーバ ・利用期限終了時のサーバ移行に関する

説明の追加

制限値 ・プロジェクト間ネットワーク接続数に関する

具体例の追記

3.91 2022年12月15日

SSL-VPNクライアントのセットアップ

（Windows編）

・Windows動作環境、および

Windows11に関する設定手順の追加

3.90 2022年12月1日 OS提供サービス ・OSイメージの提供終了

　－RHEL8.5

3.89 2022年11月16日 まえがき ・Rocky Linuxに関する正式名称、略称、

および商標の追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

仮想サーバの作成／削除

プロビジョニングスクリプト機能

仮想サーバの運用操作

仮想サーバへのログイン

仮想サーバのリモートコンソール機能

OS提供サービス

RHEL8.x / CentOS 8.x / Rocky
Linux 8.xの日本語化設定

仮想サーバイメージの管理

システムストレージ

スナップショット機能

バックアップ機能

ポート管理

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・Rocky Linux 8.5公開に関する記事追

加

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

移行元OSがRocky Linux 8の場合

仮想サーバイメージインポート機能

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

・Rocky Linux 8.5公開に関する記事追

加（VMインポート機能拡張）

セキュリティグループ機能 ・セキュリティグループ機能のStateful 設定

例に関するヒント修正

設定項目 ・ロードバランサ―（lbaas）

　－ヘルスモニターの設定項目の修正

Red Hat Update Infrastructure
3.0の利用手順

・RHUI3.0の利用手順の追記修正

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHEL8.6

・OSイメージの提供終了

　－RHOCP4.6

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

・インポートしたWindows OSのライセンス

課金方式に関する説明追加

3.88 2022年11月1日

ロードバランサーサービスとは ・ロードバランサ―（nfv）を接続する仮想

ルータに接続できないサブネットの説明追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

ベアメタルサーバ ・提供サービスの追加、および新規受付の

終了

　－東日本第3リージョン

　　－タイプ5

アベイラビリティゾーン ・マルチアベイラビリティゾーンの利用に関す

る説明追加

仮想サーバの作成／削除 ・オートフェイルオーバに関する注意事項追

加　

サーバグループ機能 [東日本第1／

第2、西日本第1／第2]
・Anti-Affinityに関する注意事項追加

OS提供サービス ・イメージ利用に関する注意事項追加

イメージファイルの取得と事後作業 ・イメージファイルの転送からタイトルを変更

ポート管理 ・アドレスペアの利用に関するヒント追加

負荷分散条件設定 ・コネクションのタイマーに関する説明追加

ログ提供サービスとは ・操作ログに関する注意事項修正

ログの出力仕様 ・ログファイルの命名規約に関するファイル

名、ヒント修正

　－ログファイル

・ログファイルの格納先パスに関する説明修

正

・ログの出力形式、出力内容の項目名、説

明修正

　－リクエスト日時

　－リクエストボティ

　－レスポンス日時

　－レスポンスボディ

制限値 ・IaaSリソースの制限拡張に関する説明お

よび注意事項追加

Microsoft製品利用時の注意事項 ・SANポリシーを確認・変更する手順の説

明修正

3.87 2022年10月17日

結果整合性 ・結果整合性となる操作に関する注意事

項追加

・複数サーバ間でのデータ複製に関する注

意事項追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHOCP4.11

・OSイメージの提供終了

　－RHOCP4.7

ベアメタルサーバ ・提供サービス新規受付の終了

　－西日本第3リージョン

　　－タイプ5

3.86 2022年10月3日

Microsoft製品利用時の注意事項 ・Windows Server OSサポート対象外の

機能追加

　－Windows Server Fail Over 
Cluseter

リージョン

メール配信サービス [東日本第1]

・メール配信サービス利用に関する説明修

正、およびヒント追加

3.85 2022年9月15日

IPsec VPN機能（東日本第3／西日

本第3）

・同一リージョンのIPsec VPN接続のサポー

トに関する注意事項の修正

アーカイブストレージ

アーカイブストレージの利用手順

・新規受付停止に関する注意事項追加

ベアメタルサーバ ・提供サービス新規受付の終了

　－東日本第3リージョン

　　－タイプ1

　　－タイプ2

ログ提供サービスとは ・操作ログに関する注意事項削除

3.84 2022年9月1日

ログの出力仕様 ・ログファイルの命名規約に関するファイル名

の修正

　－アーカイブファイル

プロビジョニングスクリプト機能 ・メタデータの設定に関する注意事項修正3.83 2022年8月23日

セキュリティグループ機能（東日本第

3／西日本第3）

・送信元と送信先が異なるサブネット、かつ

異なる仮想ルータに所属する場合の説明

追加

　－セキュリティグループルール設定項目一

覧

　　－通信相手

　　　－仮想サーバの場合
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版数 更新日 変更箇所 概要

ロードバランサー ・ロードバランサーに障害が発生した場合の

説明修正

・オートフェイルオーバ通知メールに関する注

意事項追加

ベアメタルサーバ ・ベアメタルサーバタイプの提供リージョン修

正

　－タイプ5

ロードバランサーサービス（lbaas） ・オートフェイルオーバ通知メールに関する説

明追加

SSL-VPNクライアントのダウンロード

（Windows編／Microsoft Edge）

・SSL-VPNクライアントをダウンロードする手

順の説明修正

ベアメタルサーバ ・ベアメタルサーバタイプの新規追加

　－タイプ5a

　－タイプ5a（長期利用モデル）

・プレインストールOSの新規追加

　－CentOS 7.9

ログ提供サービスとは ・ログの提供、および出力に関する注意事

項追加

3.82 2022年7月14日

SSL-VPNクライアントのダウンロード

（Windows編／Internet Explorer）

SSL-VPNクライアントのダウンロード

（Windows編／Microsoft Edge）

・管理者権限でブラウザを起動する手順の

追加

BIG-IP提供サービス ・ソフトウェアを利用するためのディスクサイズ

に関する注意事項修正

データベース（α版） ・データベース（α版）の提供終了

3.81 2022年7月1日

制限値 ・データベース（α版）に関する重要事項の

削除

・データベースサービスに関する制限値一覧

　－東日本第3／西日本第3

　　－データベース（α版）の提供終了に伴う

制限値の削除

仮想サーバの作成／削除 ・MTU値の変更に関するヒント追加

　－東日本第3／西日本第3の場合

3.80 2022年6月16日

仮想サーバのリモートコンソール機能 ・対応ブラウザのサポート終了（東日本第

1／第2、西日本第1／第2）

　－Internet Explorer 11
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版数 更新日 変更箇所 概要

システムストレージ ・システムストレージのサイズに関する注意

事項追加

ネットワーク管理（東日本第3／西日

本第3）

・FJcloud-O以外のネットワーク例追加

　－インターネット

　－DEX接続

ベアメタルサーバ ・LLDPパケットの停止に関する注意事項

修正

Red Hat Update Infrastructure
3.0の利用手順

Red Hat Update Infrastructure
3.0で利用できるリポジトリ

・OSサポート対象の追加

　－RHEL8 EUS

・OSサポートに関する注意事項追加

SSL-VPN接続を利用した仮想サー

バOSへの接続 [東日本第3／西日本

第3]

ロードバランサー(nfv)で使用するサーバ

証明書の登録

・証明書、および秘密鍵の登録に関する注

意事項追加

　－設定例

　　－秘密情報のコンテンツタイプ

・鍵情報コンテナの作成に関する説明、およ

び注意事項修正

　－設定例

　　－鍵情報タイプ

　　－鍵情報リスト

　　　－"name"

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（RHEL／CentOS）

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（ESXi）

・ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順に

関する注意事項追加

BIG-IP提供サービス ・ライセンスの上限値に関するヒント修正

　－BIG-IP提供サービス

Palo Alto Networks提供サービス ・ライセンスの上限値に関するヒント修正

　－Palo Alto Networks提供サービス

・ライセンスの上限値に関するヒント追加

　－VM50/VM100/VM300/VM500のライ

センス上限値比較

SSL-VPN接続（東日本第3／西日本

第3）

・SSL-VPN接続に関する注意事項の修正

　－SSL-VPNの接続と運用関連

3.79 2022年5月19日

Digital enhanced EXchange ・DEXの提供終了

　－インターネットコネクト powered by 
FENICS
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版数 更新日 変更箇所 概要

ベアメタルサーバ ・提供サービス新規受付の終了

　－タイプ3

制限値 ・仮想サーバインポートに関する制限値一

覧

　－東日本第3／西日本第3

　　－仮想サーバイメージのファイルサイズに

関する注意事項修正

・仮想サーバエクスポートに関する制限値一

覧

　－東日本第3／西日本第3

　　－仮想サーバイメージのファイルサイズに

関する説明追加

共通ネットワークサービス ・共通ネットワークサービス利用に関する注

意事項の修正

SSL-VPNクライアントのセットアップ

（Windows編）

・SSL-VPNクライアントのインポートに関す

るヒント追加

・動作環境のブラウザ追加

　－Microsoft Edge

SSL-VPNクライアント証明書のイ

ンポート（Windows編／Microsoft
Edge）

・Microsoft Edgeを利用したSSL-VPNク

ライアント証明書のインポート手順追加

SSL-VPNクライアントのダウンロード

（Windows編／Microsoft Edge）

・Microsoft Edgeを利用したSSL-VPNク

ライアントのダウンロード手順追加

SSL-VPNクライアントからの接続・切

断（Windows編）

・Microsoft Edgeの使用手順に関する説

明追加

ベアメタルサーバのコンソール接続手順 ・SSL-VPN接続用のユーザー名に関する

注意事項追加

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHOCP4.10

・動作不可となる仮想サーバタイプの追加

　－RHOCP4.5、4.6、4.7、4.8、4.9

　　－DM4-1S、HM4-1S

3.78 2022年4月20日

制限値 ・ネットワークに関する制限値一覧

　－東日本第3／西日本第3

　　－ポート数に関する説明修正
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版数 更新日 変更箇所 概要

富士通製ソフトウェア提供サービス

ソフトウェアサポートサービス

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・富士通製ソフトウェア提供サービスの終了

　－Interstage Application Server

　－Symfoware Server

　－Systemwalker Operation Manager

　－Systemwalker Centric Manager

サブネット管理（東日本第3／西日本

第3）

・サブネット作成に関する説明修正

　－サブネット設定項目一覧

　　－ゲートウェイアドレス

3.77 2022年4月1日

制限値 ・ネットワークに関する制限値一覧

　－東日本第3／西日本第3

　　－SSL-VPN接続を利用するユーザー

数に関する注意事項修正

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

・VMWareのサポートバージョン追加

　－ESXi 7.0

　－vCenter Server 7.0

・VMWareのサポート終了に伴うバージョン

情報削除

　－ESX 5.5、5.1、5.0

　－vCenter Server 5.5、5.1、5.0

バックアップ機能 ・バックアップの作成に関するヒント修正

　－ブロックストレージにバックアップが存在し

ない場合

　－スナップショットを指定した場合

・バックアップの作成に関する注意事項追加

　－増分バックアップの場合

整合性レベル

整合性レベル[S3互換]

・「存在しないオブジェクト」検索時のエラー

に関するヒント修正

サブネット管理（東日本第3／西日本

第3）

・サブネット作成に関する注意事項修正

　－サブネット設定項目一覧

　　－ネットワークアドレス

セキュリティグループ機能（東日本第

3／西日本第3）

・セキュリティグループに関する注意事項修

正

　－仮想サーバーのケースについて

3.76 2022年3月16日

ベアメタルサーバ ・提供サービス新規受付の終了

　－西日本第3リージョン

　　－タイプ3
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版数 更新日 変更箇所 概要

仮想サーバの作成／削除

専有仮想サーバ（東日本第3／西日

本第3）

OS提供サービス

ソフトウェア提供サービス

共有型サービス

・仮想サーバのフレーバー追加

　－DM4-1S、DM4-2S、DM4-4S、

DM4-6S、DM4-8S

　－HM4-1S、HM4-2S、HM4-4S、
HM4-6S

3.75 2022年3月1日

OS提供サービス ・OSイメージの提供終了

　－RHEL8.4

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

・インポート／エクスポート可能な移行元ゲ

スト対象OSサポート終了

　－Windows 2008 R2

　－SQL Server 2008 R2 

　－CentOS 6.5、6.6、 6.7、 6.8、 6.9、
6.10

　－RHEL6

　－Ubuntu 14.04、16.04

移行元OSがWindows Serverの場合 ・移行元ゲスト対象OSサポート終了

　－Windows 2008 R2

イメージの転送（東日本第3／西日本

第3）

・オブジェクトストレージへのアップロードに関

する説明修正

仮想サーバイメージインポート機能 ・移行元仮想サーバイメージサポート終了に

伴うOS情報の削除

　－Windows 2008 R2

　－SQL Server 2008 R2 

　－RHEL6

イメージファイルの取得と事後作業 ・".ovf"ファイルに設定されるOS種別の削

除

　－Windows 2008 R2

仮想ルータ機能（東日本第3／西日本

第3）

ネットワーク

・スタティックルートの設定に関する注意事

項修正

3.74 2022年2月16日

ベアメタルサーバ ・ベアメタルサーバタイプの新規追加

　－タイプ5

　－タイプ5（長期利用モデル）
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版数 更新日 変更箇所 概要

制限値 ・ネットワークに関する制限値一覧

　－東日本第3／西日本第3

　　－SSL-VPN接続を利用するユーザー

数に関する注意事項追加

・パスワードポリシーに関する値一覧

　－東日本第1／第2、西日本第1／第2

　　－ロックアウト条件の説明修正

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHEL8.5

OS提供サービス

スナップショット機能（東日本第1／第

2、西日本第1／第2）

スナップショット機能（東日本第3／西

日本第3）

・ActiveDirectoryドメインコントローラのバッ

クアップ・リストアに関する注意事項の削除

スナップショット ・スナップショットの作成に関する注意事項

修正

ログの出力仕様 ・ログの出力形式に関するヒント修正 

3.73 2022年2月1日

APIエンドポイントがサポートするプロトコ

ルおよび暗号スイート

・プロトコルおよび暗号化スイートのサポート

終了

　－TLS1.1

仮想ルータ機能（東日本第1／第2、

西日本第1／第2）

・仮想ルータ接続ポート数の上限に関する

注意事項追加

SSL-VPN接続（東日本第1／第2、

西日本第1／第2）

・証明書を利用した接続手順に関するヒン

ト追加

　－クライアント証明書を利用したSSL-
VPN接続

　－自己署名証明書を利用したSSL-
VPN接続

3.72 2022年1月18日

仮想ルータ機能（東日本第3／西日本

第3）

・スタティックルートの設定に関する注意事

項修正

ファイルストレージ [東日本第3] ・ファイルストレージの利用に関する説明追

加

3.71 2021年12月16日

バックアップ機能 ・バックアップデータの作成に関する注意事

項修正

・システムストレージのバックアップ手順の修

正

　－スナップショットを活用したバックアップ手

順
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版数 更新日 変更箇所 概要

ポート管理（東日本第1／第2、西日

本第1／第2）

・仮想サーバに割り当て済みのポートのIPア

ドレスの変更手順修正

IPsec VPN機能（東日本第3／西日

本第3）

・サブネットでの通信に関する注意事項追

加

　－対向IPsecゲートウェイ関連

SSL-VPN接続（東日本第3／西日本

第3）

ベアメタルサーバのコンソール接続手順

・サーバ証明関連の注意事項修正

　－ハッシュ関数：SHA256

セキュアー配信 ・オリジンサーバの証明書に関する表の修正

　－HTTPSアクセスにおいてオリジンサーバ

で使用可能なサーバ証明書一覧

　　－SHA1 Fingerprint

Digital enhanced EXchange ・DEXの提供終了

　－他社クラウド接続

ログ提供サービスとは ・操作ログに関する説明修正、および注意

事項追加

アーカイブストレージの利用手順 ・IPアドレスの指定に関する注意事項追加

・作成したアーカイブストレージを確認する

際のレスポンス修正

3.70 2021年12月1日 OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHOCP4.9

・OSイメージの提供終了

　－RHEL7.2 AUS

セキュリティグループ機能（東日本第

3／西日本第3）

・仮想サーバのセキュリティグループ機能の設

定例の修正

　－仮想アプライアンスを冗長化したケー

ス、仮想IPを使用してVMのクラスタを組ん

でいるケース

ロードバランサー ・バックエンドのメンバーと通信するための

ポート情報の参照に関するヒント追加

設定項目 ・バックエンドのメンバーと通信するための

IPアドレスの参照に関する説明修正

　－ロードバランサーの作成に関する設定

項目一覧

　　－仮想IP（VIP）のIPアドレス

3.69 2021年11月16日

暗号化スイート一覧 ・暗号化スイートのサポート終了

　－TLS v1.1
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版数 更新日 変更箇所 概要

命名時に使用可能な文字 ・仮想サーバに関する文字の項目追加

　－サーバグループ名

エンドポイント ・リージョナルサービス追加

　－ファイルストレージ

OS提供サービス ・OSイメージの提供終了

　－RHEL8.3

アーカイブストレージ

スナップショット

スナップショットスケジュール

・ファイルストレージ機能の追加

　－アーカイブストレージに関する説明

　－スナップショットに関する説明

共有ストレージ ・ファイル共有プロトコルに関する注意事項

の追加

・共有ストレージ関連操作に関する説明修

正

・ストレージ性能に関する説明追加

ブロックストレージ（iSCSI） ・IPアドレス使用に関する注意事項追加

・共有ストレージ関連操作に関する注意事

項の説明修正

制限値 ・ストレージに関する制限値の追加

　－アーカイブストレージに関する制限値一

覧

3.68 2021年11月1日

アーカイブストレージの利用手順 ・アーカイブストレージ利用手順に関する説

明追加

OS提供サービス ・OSイメージの提供終了

　－RHOCP4.5（ワーカー）（CoreOS）

　－RHOCP4.5（マスタ）

OS提供サービス

Microsoft製品利用時の注意事項

・Microsoft製品を持ち込む場合の説明追

加

3.67 2021年10月18日

ファイアーウォールサービス（東日本第

3／西日本第3）

・ファイアーウォールサービスの利用イメージの

修正、および説明追加

　－異なるサブネット間で通信する場合

　－異なるサブネット間で通信かつスタティッ

クルートを設定する場合

・同一サブネット内の通信でファイアーウォー

ルサービスを使用する場合のヒント追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

監視サービスとは（東日本第3／西日

本第3）

・監視サービスの提供イメージの修正

・提供機能一覧の追加

　－プライベートリソースモニタリング

プライベートリソースモニタリングとは

プライベートリソースモニタリング情報

・プライベートリソースモニタリング機能の新

規追加

利用者の管理 ・ログ格納用バケットに対するアクセス可否

のチェックに関する説明追加

・アクセス可否をチェックする際に格納される

確認用ファイルについての注意事項追加

ログの出力仕様 ・ログの出力形式の修正

制限値 ・仮想サーバインポートに関する制限値一

覧

　－東日本第3／西日本第3

　　－仮想サーバイメージのファイルサイズ（

raw形式でのサイズ）

　　　－インポート可能な最大サイズに関す

る注意事項追加

　　　－イメージファイルに関するヒントの修

正

・仮想サーバエクスポートに関する制限値一

覧

　－東日本第3／西日本第3

　　－仮想サーバイメージのファイルサイズ（

raw形式でのサイズ）変更

Microsoft製品持込時の注意事項 ・Microsoft製品を持ち込む場合の注意事

項追加

同一サブネット内通信でファイアーウォー

ルサービスを使用する場合

・同一サブネット内通信でファイアーウォール

サービスを使用する場合の説明追加

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHEL8.4

　－RHEL8.4 AUS

BIG-IP提供サービス ・新規提供イメージの追加

　－BIG-IP AFM 3G

3.66 2021年10月1日

サブネット管理（東日本第3／西日本

第3）

・サブネット設定項目一覧

　－ホストルート

　　－設定に関する説明、および注意事項

追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHOCP4.8

仮想サーバイメージの管理

スナップショット機能

・スナップショット、イメージ、バックアップの使

い分けに関するヒントの追加

バックアップ機能 ・バックアップ機能の新規追加

マルチパート ・マルチパートアップロードする分割データサ

イズの単位の修正

・5MiB未満のサイズのデータを指定した場

合の注意事項追加

制限値 ・ブロックストレージに関する制限値一覧

　－バックアップに関する制限値追加

　　－バックアップ数

　　－バックアップ容量

3.65 2021年9月15日

スナップショット、イメージ、バックアップの

使い分け

・スナップショット、イメージ、バックアップの使

い分けに関する説明の追加

サーバグループ機能 [東日本第1／

第2、西日本第1／第2]
・仮想サーバの同時復元に関する注意事

項追加

BIG-IP提供サービス

Palo Alto Networks提供サービス

・提供機能記事追加（BIG-IP提供サービ

ス、Palo Alto Networks提供サービス）

　－VPN

セキュリティグループ機能（東日本第

3／西日本第3）

・セキュリティグループ設定項目一覧の注意

事項追加

　－Stateful

　　－仮想サーバの場合

仮想ルータ機能（東日本第3／西日本

第3）

・仮想ルータの更新時に関する注意事項

追加

　－外部ゲートウェイの情報と仮想ルータの

ルーティング情報を同時に削除する場合

ファイアーウォールサービス（東日本第

3／西日本第3）

・異なるサブネットへの通信に関する注意事

項追加

3.64 2021年8月24日

スタンダードサービス

SAP向けサービス

・メール通知に関する説明修正、および注

意事項追加

3.63 2021年7月16日 OS提供サービス ・OSイメージの提供終了

　－CentOS 8.2 64bit (English)
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版数 更新日 変更箇所 概要

システムストレージ ・指定するシステムストレージのサイズの変

更

　－OSイメージとシステムストレージサイズ

　　－Red Hat Enterprise Linux 7.x

セキュリティグループ機能（東日本第

3／西日本第3）

・通信相手をCIDR形式のIPアドレスで指

定する場合の注意事項の追加

仮想ルータ機能（東日本第3／西日本

第3）

・仮想ルータの作成時に外部ネットワークを

指定した場合の注意事項の削除

IPsec VPN機能（東日本第3／西日

本第3）

・同一リージョンのIPsec VPN接続のサポー

トに関する注意事項の修正

アラームとは（東日本第3／西日本第

3）

・個別の仮想サーバを指定する場合の説明

追加と注意事項の修正

制限値 ・共有ストレージに関する制限値一覧

　－表題の修正

・ブロックストレージ（iSCSI）に関する制限

値一覧

　－対象リージョンの追加

　　－西日本第3

Digital enhanced EXchange ・新規提供メニュー追加

　－インターネットコネクト powered by 
FENICS

ベアメタルサーバ ・ベアメタルサーバタイプの新規追加

　－タイプ3（長期利用モデル）

　－タイプ4（長期利用モデル）

・ベアメタルサーバの利用期限と最低利用

期間に関する説明の追加

3.62 2021年7月1日

共通ネットワークサービス ・共通ネットワークサービス利用に関する注

意事項の追加

　－インターネットコネクト powered by 
FENICS利用の場合

仮想サーバの作成／削除 ・ハイパースレッディング設定に関するヒント

の追加

3.61 2021年6月16日

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－CentOS 8.3 64bit (English)

・OSイメージの提供終了

　－CentOS 7.8 64bit (English)
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版数 更新日 変更箇所 概要

セキュリティグループ機能（東日本第

3／西日本第3）

・仮想サーバのセキュリティグループ機能の設

定例の追加

　－仮想アプライアンスを冗長化したケース

・仮想ルータのファイアーウォールサービスとス

テートレス・セキュリティグループの組み合わ

せに関する注意事項の追加

仮想ルータ機能（東日本第3／西日本

第3）

・DEXサービスに関する注意事項の追加

　－仮想ルータにデフォルトルートを設定し

た場合

ファイアーウォールサービス（東日本第

3／西日本第3）

・仮想ルータのファイアーウォールサービスとス

テートレス・セキュリティグループの組み合わ

せに関する説明の追加

配信URL

セキュアー配信

・独自ドメインを使用する場合の申込書の

名称修正

ログ提供サービスとは ・APIを実行しないプロジェクトに関する説明

修正

制限値 ・オブジェクトストレージに関する制限値一

覧

　－オブジェクトストレージS3に西日本第

3を追加

・メール配信サービスに関する制限値一覧

　－SMTPインターフェース利用の最大メー

ル送信数の修正

OS提供サービス ・従量料金の提供OSイメージ追加

　－RHEL7.7 AUS

　－RHEL7.9

　－RHEL8.2 AUS

　－RHEL8.3

BIG-IP提供サービス ・ライセンスと提供機能

　－ロードバランシング機能に関する参照

URLの追加

3.60 2021年6月1日

Palo Alto Networks提供サービス ・新規提供イメージの追加

　－PAN VM500

3.59 2021年5月20日 仮想サーバの作成／削除 ・仮想サーバタイプのソケット数変更

　－M3-8
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版数 更新日 変更箇所 概要

専有仮想サーバ ・専有仮想サーバタイプのソケット数変更

　－S3-8S.d

　－M3-8S.d

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－CentOS 7.9 64bit (English)

・OSイメージの提供終了

　－Ubuntu Server 16.04 LTS (
English)

サブネット管理 ・サブネット設定項目一覧

　－DHCPによる自動割当ての有無

　　－説明の修正

　　－dhcp:nuageポートに関するヒントの

追加

　－ホストルート

　　－注意事項の修正

・仮想ルータのアタッチに関する注意事項の

追加

グローバルIPアドレスサービス ・グローバルIPアドレス取得に関する注意事

項の追加

　－同一プロジェクト内のフローティングIPを

もつ仮想サーバと通信する場合

IPsec VPN機能 ・サポートする暗号化関連設定項目の追

加

　－鍵交換方式

　－暗号利用モード

SSL-VPN接続 ・SSL-VPN接続に関する注意事項の追加

　－サブネット関連

　－SSL-VPNの接続と運用関連

　－サーバ証明関連

ロードバランサー ・Path MTU Discoveryに関する注意事

項の追加

ベアメタルサーバ ・LLDPパケット対応に関する説明の追加

　－チーミング／ボンディングで親ポートを使

用する場合

　　－MACアドレスの設定

　　－OSの設定によるLLDPパケットの停

止
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版数 更新日 変更箇所 概要

共有型サービス ・仮想サーバタイプのソケット数変更

　－S3-8S.d

　－M3-8S.d

SAP向けサービス ・対象リージョンの修正

ベアメタルサーバのコンソール接続手順 ・暗号化スイート一覧の追加

・サーバ証明関連の説明追加

まえがき ・本文中の略称に製品情報を追加

　－正式名称

　　－次世代仮想ファイアーウォール 
powered by Palo Alto Networks VM-
series

　－略称

　　－Palo Alto Networks

仮想サーバの作成／削除 ・サーバ名に日本語を含める場合に関する

注意書事項の修正

　－東日本第3／西日本第3の場合

Palo Alto Networks提供サービス ・提供サービスの新規追加

　－Palo Alto Networks提供サービス

バケット ・バケット作成に関するリクエスト例の修正

オブジェクト

マルチパート

・オブジェクトのアップロードに関するリクエスト

例の修正

サブネット管理（東日本第3／西日本

第3）

・サブネットの更新に関する説明の修正

仮想ルータ機能（東日本第3／西日本

第3）

・仮想ルータとネットワークのアタッチ

　－仮想ルータの経路を確認する場合に関

する注意事項の削除

ファイアーウォールサービス（東日本第

3／西日本第3）

・ファイアーウォールポリシーの作成／変更

　－ファイアーウォールルールの順序変更に

関するヒントの削除

コンテンツ配信サービスとは ・コンテンツ配信サービスに関する説明の修

正

・提供機能の追加

　－IPv6／IPv4変換機能

3.58 2021年4月19日

配信URL ・独自ドメインを所有している場合

　－CNAMEの設定に関する説明の修正
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版数 更新日 変更箇所 概要

セキュアー配信 ・エッジサーバがサポートするプロトコルに関

する注意事項の削除

・独自ドメインを使用する場合のサービス申

し込みに関する説明の修正

・選択できる証明書の種類に関する説明の

追加

配信設定機能 ・配信設定の作成

　－ビヘイビア設定可能項目一覧に関する

説明の追加

　　－ IPアドレス制限

・IPv6／IPv4変換機能に関する説明の追

加

ユースケースとキャッシュ動作制御ルール

の記述例

・独自ドメインでセキュアーにコンテンツ配信

　－構築手順の修正

Digital enhanced EXchange ・提供メニュー名称の変更

命名時に使用可能な文字 ・仮想サーバ名に使用できる文字種の説明

修正

　－仮想サーバに関する文字

・サーバ名に日本語を含める場合に関する

注意事項の修正

　－東日本第3／西日本第3の場合

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHOCP4.7

OS提供サービス ・OSイメージの提供終了

　－RHEL7.8

　－RHEL8.2

ガバメントクラウドサービス

ガバメントクラウドサービスとは

共有型サービス

専有型サービス

・対象リージョンの追加（西日本第3）

制限値 ・パスワードポリシーのロックアウトの制限値

追加

　－東日本第3／西日本第3

3.57 2021年4月1日

スタンダードサービス ・通知メッセージの記載項目修正

　－通知メッセージ（例）
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版数 更新日 変更箇所 概要

サブネット管理 ・サブネット設定項目一覧の項目、および

説明の追加

　－新規項目の追加

　　－スタティックルーティング一覧

　－説明の追加

　　－DHCPによる自動割当ての有無

仮想ルータ機能 ・仮想ルータのMTUに関する注意事項の

追加

負荷分散条件設定 ・リスナーの作成／変更

　－ロードバランサーのリクエストパケットに関

するヒントの追加

・リスナーのポリシー管理

　－ロードバランサーのレスポンスパケットに

関するヒントの追加

負荷分散対象の異常監視 ・ヘルスチェック条件項目一覧の「方式」の

説明を修正

・ヘルスチェックの結果判断方法に関する説

明の追加

ベアメタルサーバ ・ベアメタルサーバのハードウェア監視

　－監視対象ハードウェアの追加

　　－iRMC

ベアメタルサーバ

ベアメタルサーバのハードウェア障害と復

旧対応

・ハードウェア障害と復旧対応に関する項

目の追加

・ハードウェア障害が発生した場合の、復旧

対応に関する説明の追加

共通ネットワークサービス ・yumリポジトリミラーサーバを利用する場合

の、OS設定方法に関する説明の追加

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（RHEL／CentOS）

・RHEL／CentOSサーバーで実施するブ

ロックストレージ（iSCSI）の接続手順の修

正

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（ESXi）
・ESXiサーバーで実施するブロックストレー

ジ（iSCSI）の接続手順の修正

3.56 2021年3月16日

用語集 ・用語集追加

3.55 2021年3月1日 OS提供サービス ・新規提供イメージの追加

　－RHEL7.9

　－RHEL8.3
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版数 更新日 変更箇所 概要

移行元OSがRHEL7の場合

移行元OSがRHEL8の場合

・新規提供イメージ（RHEL7.9、RHEL8.
3）の追加に伴う説明追加

　－ssh_deletekeysの設定値

BIG-IP提供サービス ・新規提供イメージの追加

　－BIG-IP ASM 3G

　－BIG-IP AFM 200M

　－BIG-IP AFM 1G

セキュリティグループ機能 ・ベアメタルサーバの設定例の注意事項追

加

　－セキュリティグループの制限値

制限値 ・ネットワークに関する制限値一覧

　－「ポート数」および「セキュリティグループ

数」の「ベアメタルサーバ」へのセキュリティグ

ループのルール数に関する注意事項追加

　－「セキュリティグループに設定可能なルー

ル数」の「ベアメタルサーバ」のルール数の変

更、およびルール数の求め方に関する注意

事項追加

　－「IPsec VPN拠点数」の「制限の範

囲」の対象リージョンの考慮追加

OS提供サービス ・OSイメージの提供終了

　－CentOS 7.7 64bit (English)

ストレージタイプ

制限値

・ブロックストレージの利用可能ディスクサイ

ズ上限の拡張

　－ストレージタイプ M2（西日本第3）

スナップショット機能 ・スナップショットからのリストア 
　－システムストレージのリストア手順に関す

る注意事項の追加

セキュリティグループ機能 ・セキュリティグループ ルール設定項目の注

意事項の修正

　－開始ポート番号のベアメタルの場合

ポート管理 ・ポート作成に関する注意事項の削除

負荷分散対象の異常監視 ・異常連続検出しきい値

　－ヘルスチェック連続失敗回数の変更

3.54 2021年2月15日

アラームとは（東日本第1／第2、西日

本第1／第2）

・アラームの単位評価期間に関する注意事

項の修正
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版数 更新日 変更箇所 概要

アラームとは（東日本第3／西日本第

3）

・アラーム処理に関する注意事項の追加

　－新規作成時のアラームの履歴登録

　－メール通知の上限に関する説明

・アラームの作成

　－パラメーター「アラーム時のアクション」の

説明追加

　　－メールで通知する内容の詳細

ソフトウェアサポートサービス ID一覧 ・ソフトウェア終了によるサポート情報の削

除

　－Windows Server 2008 R2 SE 
SP1 64bit 日本語版

　　－平日サポート

　　－24Hサポート

　－Windows Server 2008 R2 EE 
SP1 64bit 日本語版

　　－平日サポート

　　－24Hサポート

OS提供サービス ・Windows OSに関する注意事項の追加

　－Cloudbase-initによる初期設定反映

方法

3.53 2021年2月1日

ポート管理 ・IPアドレス変更に関する手順の追加

　－Cloudbase-initのバージョン1.1.2以降

がインストールされているWindows OSの仮

想サーバの場合

仮想サーバの作成／削除 ・仮想サーバ作成時の注意事項の追加

仮想サーバの運用操作 ・cloud-init設定ファイルに関する説明修正

仮想サーバのリモートコンソール機能 ・仮想サーバのコンソールに接続する動作

条件の追加

専有仮想サーバ

共有型サービス

・CPUタイプのフレーバー追加

OS提供サービス

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

・新規提供OSイメージの追加

　－CentOS 7.8

3.52 2021年1月14日

BIG-IP提供サービス ・新規提供イメージの追加

　－BIG-IP LTM 3G
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版数 更新日 変更箇所 概要

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

・VMWareのサポートバージョン追加

　－ESX/ESXi6.7,6.5

　－vCenter Server6.7,6.5

ストレージタイプ

制限値

・ブロックストレージの利用サイズ変更

メール配信サービスとは

メール送信機能

・メール配信サービスの注意事項の追加

ログ提供サービスとは ・ログ提供サービスに関する注意事項の追

加

ログの取得 ・ログ取得に関する注意事項の追加

ログの出力仕様 ・ログファイル格納先についての説明追加

・ログ出力に関する説明の修正

仮想サーバのスケールアップ、スケールダ

ウン

・仮想サーバのリサイズの説明追加

仮想サーバの運用操作 ・仮想サーバ停止前の注意事項の追加

OS提供サービス ・新規提供OSイメージの追加

　－RHOCP4.6

・OSイメージの提供終了

　－RHOCP4.2

　－RHOCP4.3

・動作不可となる仮想サーバタイプの修正

　－RHOCP4.5

バケット ・バケットの管理に関する説明追加

サブネット管理 ・IPCOMの利用に関する注意事項の追加

IPsec VPN機能 ・IPsec VPN接続に関する注意事項の説

明修正

SSL-VPN接続 ・SSL-VPN接続の作成時に関する注意事

項の削除

3.51 2020年12月16日

ログ提供サービスとは ・ログ提供サービスに関する注意事項の追

加

3.50 2020年12月1日 仮想サーバの作成／削除

OS提供サービス

ソフトウェア提供サービス

・仮想サーバのフレーバーの追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

OS提供サービス ・OSイメージの提供終了

　－RHEL 6.10

　－CentOS 6.10

　－CentOS 8.1 

・新規提供OSイメージの追加

　－RHEL 6.10 ELS

富士通製ソフトウェア提供サービス ・提供サービスイメージの終了

　－RHEL 6.5

・提供サービスイメージの追加

　－Windows Server 2012 R2 

・イメージ利用に関する注意事項の説明修

正

ソフトウェアサポートサービス

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

Red Hat Update Infrastructure
3.0で利用できるリポジトリ

・新規提供OSイメージの追加 
　－RHEL 6 ELS

仮想サーバのリモートコンソール機能 ・対応ブラウザのサポート終了（東日本第

3／西日本第3）

　－Internet Explorer 11

増設ストレージ ・SANポリシー変更についての注意事項修

正

セキュリティグループ機能 ・ステートレス・セキュリティグループについての

注意事項追加

監視サービス [東日本第1／第2、西

日本第1／第2]

監視サービスとは

リソースのモニタリング

カスタムメーターによるモニタリング

アラームとは

アラームの設定

・監視サービス に関する説明の追加（東日

本第1／第2、西日本第1／第2）

ベアメタルサーバ

ベアメタルサーバのコンソール接続手順

・iRCMマニュアル参照手順の修正

3.49 2020年11月16日

監視項目一覧 [東日本第1／第2、西

日本第1／第2]
・監視サービス登録間隔の追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

OS提供サービス ・OSイメージの提供終了 
　－RHEL8.1

・新規提供OSイメージの追加

　－CentOS8.2

3.48 2020年11月2日

BIG-IP提供サービス ・BIG-IP提供サービスの追加

OS提供サービス ・Ubuntu Server 20.04 LTS (English)の
動作不可となる仮想サーバタイプの修正 
・OSバージョンアップに関する注意事項の追

加

ファイアーウォールサービス

ファイアーウォールサービス（nfv）

・通信に関する注意事項の追加

スタックの構築 ・テンプレート詳細リンク先の修正

アラームとは ・監視対象についての説明追加 
・メール通知対象ユーザーに関する説明の

追加

・履歴保持期限に関する注意事項の追加

ベアメタルサーバのコンソール接続手順 ・リモートデスクトップ接続に関する注意事

項の追加

3.47 2020年10月15日

Microsoft製品利用時の注意事項 ・ActiveDirectoryドメインコントローラのバッ

クアップ・リストア手順の削除

エンドポイント

ベアメタルサービス

ベアメタルサービスとは

ベアメタルサーバ

ネットワーク

ブロックストレージ（iSCSI）

スナップショット

設定項目

ベアメタルサーバのコンソール接続手順

ベアメタルサーバのインターネット接続手

順

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（RHEL／CentOS）

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（ESXi）

・ベアメタルサーバスペックの提供リージョンの

追加（西日本リージョン3） 
　－タイプ3

　－タイプ4

・ブロックストレージ（iSCSI)の提供リージョン

の追加（西日本リージョン3） 

3.46 2020年10月1日

OS提供サービス

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・利用者イメージの追加 
　－Red Hat Enterprise Linux 8.2

　－Red Hat Enterprise Linux 8.2AUS
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版数 更新日 変更箇所 概要

仮想サーバへのログイン

OS提供サービス

RHEL7.x / CentOS 7.x /
RHOCP3.x / RHOCP4.x の日本語

化設定

システムストレージ

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・利用者イメージの追加 
　－RHOCP4.5 

・提供サービスの新規受付の終了 

　－RHOCP4.2

IPCOM提供サービス ・提供サービスの新規受付の終了 
　－IPCOM VA2

ガバメントクラウドサービス ・ガバメントクラウドサービス機能の追加

Red Hat Update Infrastructure
3.0の利用手順

Red Hat Update Infrastructure
3.0で利用できるリポジトリ

・コマンド情報追加 
・OSサポート対象の追加

　－Red Hat Enterprise Linux 8.2AUS

3.45 2020年9月29日 セキュリティグループ機能 ・ステートレス・セキュリティグループについての

説明追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

仮想サーバイメージの管理

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

移行元仮想環境での作業

移行元OSがCentOS 6の場合

移行元OSがRHEL6の場合

移行元OSがRHEL7の場合

仮想サーバイメージの採取

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

仮想サーバイメージの作成

イメージファイルの取得と事後作業

仮想サーバイメージの配備

リージョン間の移行

仮想サーバのエクスポート（リージョン間

移行）

イメージの作成

イメージファイルのダウンロード

イメージファイルのアップロード

増設ストレージのエクスポート

イメージの作成

イメージファイルのダウンロード

イメージファイルのアップロード

制限値

・仮想サーバインポート機能の拡張（

KVM対応）

専有仮想サーバ ・専有仮想サーバの利用におけるaffinity、

anti-affinityの注意事項の追加

IPsec VPN機能 ・IPsecサイトコネクション作成時の注意事

項の修正

設定項目 ・LBaaSの仮想IP割り当てにおける注意事

項の追加

3.44 2020年9月16日

制限値 ・仮想サーバのインポート・エクスポートに関

する制限値の修正

・ロードバランサーサービスに関する制限値

の修正

3.43 2020年9月1日 ソフトウェア提供サービス

ソフトウェアサポートサービス

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・利用者イメージの追加 
　－SQL Server 2019
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版数 更新日 変更箇所 概要

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

仮想サーバイメージインポート機能

・仮想サーバインポートの移行元ゲストに関

する対象OSの追加 
　－Windows 2019

　－Windows Server 2019

Trend Micro Cloud One Workload
Security

・Trend Micro Deep Security as a 
Service インストール手順の変更

OS提供サービス ・Windows Administratorユーザに関する

注意事項の追加

・Red Hat AUSからのサポート変更に関す

る注意事項の追加

仮想サーバイメージの管理

スナップショット機能[東日本第1／第

2、西日本第1／第2]

スナップショット機能[東日本第3／西日

本第3]

・スナップショットの動作保証できない操作に

対する注意事項の追加

オブジェクトストレージ [東日本第3／西

日本第3]

整合性レベル

整合性レベル[S3互換]

・オブジェクトストレージ／オブジェクトスト

レージ[S3互換]の整合性レベルの記事追

加

仮想サーバの作成／削除

SSL-VPN接続

ロードバランサーサービスとは

負荷分散条件設定

・SSL-VPN、リスナー設定項目、負荷分

散条件設定の説明追記（東日本第1／第

2、西日本第1／第2）

グローバルIPアドレスサービス

レコード管理機能

・グローバルIPアドレス解放時における

PTRレコードの注意事項の追加

サブネット管理 ・ホストルートの注意事項の修正

ベアメタルサーバ ・ベアメタルサーバのOS種別修正、およびビ

デオリダイレクションの説明追加

3.42 2020年8月20日

制限値 ・プロジェクト数の最大値の説明改善

OS提供サービス ・OSイメージの提供終了 
　－RHEL7.7

3.41 2020年8月3日

仮想サーバの作成／削除

専有仮想サーバ

OS提供サービス

ソフトウェア提供サービス

専有仮想サーバリソース/専有ブロックス

トレージの使用量算出

・専有仮想サーバの追加に伴う修正
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版数 更新日 変更箇所 概要

DEX（Digital enhanced EXchange）

Digital enhanced EXchange

ダイレクトポート接続機能

・プライベート接続からDigital enhanced 
Exchange（DEX）への名称変更

プライベートリソースサービス ・プライベートリソースサービスの追加

仮想サーバのリモートコンソール機能 ・リモートコンソールの動作環境の説明変更

OSパッチ／アップデート設定

ネットワーク管理

仮想ルータ機能

IPsec VPN機能

ネットワーク管理

仮想ルータ機能

IPsec VPN機能

ファイアーウォールサービス

ファイアーウォールサービス（nfv）

・「外部ネットワーク」の表現改善

ソフトウェア提供サービス

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・Microsoft SQL Server 2008のサポート

終了による説明削除

移行元OSがUbuntuの場合

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

・VMインポートに関する説明改善

オブジェクトストレージ [東日本第3／西

日本第3]

オブジェクトストレージ [S3互換]

結果整合性

・オブジェクトストレージの整合性に関する説

明修正

3.40 2020年7月16日

レコード管理機能

逆引きDNSの使い方

・逆引きDNSについての説明追加

プロビジョニングスクリプト機能

OS提供サービス

システムストレージ

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・利用者イメージの提供 
　－RHEL7.8

　－Ubuntu20.04

3.39 2020年7月1日

ストレージタイプ

システムストレージ

専有ブロックストレージ

ブロックストレージの譲渡

専有仮想サーバリソース/専有ブロックス

トレージの使用量算出

・専有ブロックストレージ機能の追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

IPCOM提供サービス ・IPCOM VE2mイメージの提供リージョンの

追加

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

移行元OSがCentOS 8の場合

移行元OSがRHEL8の場合

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

・VMインポートの移行元ゲストの対象OSの

追加 
　－CentOS8

　－RHEL8

イメージの転送

移行前の作業

エクスポートの実行

イメージファイルのダウンロード

イメージファイルのアップロード

一括アップロード

分割アップロード

エクスポートの実行

イメージファイルのダウンロード

一括アップロード

分割アップロード

・インポート・エクスポートの操作コマンドの見

直し

SSL-VPN接続 ・複数ユーザー同時接続の失敗時の対処

方法の追記

ベアメタルサーバ

ベアメタルサーバのコンソール接続手順

・ベアメタルサーバ操作情報の取得手順の

追記

3.38 2020年6月15日

制限値 ・メール配信サービスAPI制限値の修正

仮想サーバの作成／削除

OS提供サービス

ソフトウェア提供サービス

・仮想サーバのフレーバーの追加3.37 2020年6月1日

Trend Micro Cloud One Workload
Security

・Trend Micro Deep Security as a 
Service 製品名の修正

リージョン ・デフォルトリージョンの説明修正3.36 2020年5月20日

ソフトウェア提供サービス ・Microsoft SQL Server 提供リージョンの

説明修正

・使用できる仮想CPU数に制限がある仮

想サーバタイプの説明追加

・機械学習環境提供サービス（ReNom）の

提供終了
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版数 更新日 変更箇所 概要

仮想サーバへのログイン

OS提供サービス

OSパッチ／アップデート設定

RHEL7.x / CentOS 7.x /
RHOCP3.x / RHOCP4.x の日本語

化設定

仮想サーバイメージの管理

システムストレージ

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・新規提供OSイメージの追加 
　－RHOCP4.3（RHEL）

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

移行元OSがWindows Serverの場合

仮想サーバイメージインポート機能

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

イメージファイルの取得と事後作業

・VMインポート／エクスポートの移行元ゲス

トの対象OSの追加 
　－Windows2019

スナップショット機能 ・スナップショットリストアで使用するAPIの明

示

負荷分散条件（リスナー／プール）

ロードバランサー(lbaas)で使用するサー

バ証明書の登録

・ロードバランサー用のサーバ証明書の登録

設定の説明追加

サブネット管理 ・サブネットの作成の注意事項の追加

ロードバランサーサービスとは

利用の流れ

・ロードバランサ―（nfv）の説明追加

ベアメタルサーバ

ベアメタルサーバのコンソール接続手順

・ベアメタルサーバ作成後のLLDP(Link 
Layer Discovery Protocol)の無効化手

順追加

3.35 2020年4月20日 ファイアーウォールサービス ・ファイアーウォールルールの順序を変更する

手順についての説明追記

はじめに

付録全体

・対象リージョン表記

仮想サーバの運用操作 ・仮想サーバの起動／停止の注意事項の

説明修正

OS提供サービス ・注意事項の説明修正

ソフトウェア提供サービス ・必要なライセンス数についての説明修正

3.34 2020年4月15日

バケットライフサイクル ・バケットライフサイクルの新規機能追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

サブネット管理

設定項目

・IPアドレスの注意事項の説明追加

負荷分散条件設定 ・注意事項のリンク修正

ログ提供サービス ・ログ提供サービスの新規機能追加

共通ネットワークサービス ・NTPサーバの説明追加

付録：OpenVPNクライアントのセット

アップ [東日本第1／第2、西日本第

1／第2]

付録：SSL-VPNクライアントのセットアッ

プ [東日本第3、西日本第3]

・リージョンごとの構成に変更

スタンダードサービス ・対象リージョンの説明削除

まえがき

OS提供サービス

RHEL8.x / CentOS 8.x / Rocky
Linux 8.xの日本語化設定

ソフトウェアサポートサービス

仮想サーバイメージの管理

システムストレージ

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・新規提供OSイメージの追加

　－RHOCP4.3

ベアメタルサービス

ベアメタルサービスとは

ベアメタルサーバ

ネットワーク

ブロックストレージ（iSCSI）

スナップショット

設定項目

制限値

留意事項

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（RHEL／CentOS）

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

（ESXi）

・ベアメタルサーバの新規提供スペックの追

加

　－タイプ３

　－タイプ４

・ブロックストレージ（iSCSI)の新規機能追

加

3.33 2020年4月01日

Red Hat Update Infrastructure
3.0の利用手順

Red Hat Update Infrastructure
3.0で利用できるリポジトリ

・新規提供OSイメージの追加

　－Red Hat Enterprise Linux 8

・OSサポート対象の追加
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版数 更新日 変更箇所 概要

全体 ・改善事項

　－対象リージョン表記

　－検索ツールチップ

OS提供サービス ・OSの機能の注意事項の追加

・Red Hat Enterprise Linuxの注意事項

の追加

・Linux OSに関する注意事項の追加

　－仮想サーバのシングルユーザーモード

IPCOM提供サービス ・新規提供ソフトウェアイメージの追加

　－IPCOM VE2m

ネットワーク管理

仮想ルータ機能

・MTU値の反映タイミングの追加

・外部ネットワークと通信時の注意事項の

追加

セキュリティグループ機能 ・セキュリティグループ設定項目一覧の説明

修正

IPsec VPN機能 ・注意事項の削除

SSL-VPN接続 ・アカウント無効化の注意事項の追加

ファイアーウォールサービス（nfv） ・機能の説明修正

制限値 ・IPsec VPN拠点数の制限範囲の修正

Microsoft製品利用時の注意事項 ・使用できない機能の説明修正

3.32 2020年3月17日

負荷分散対象の異常監視（ヘルスモニ

ター）

・注意事項の説明修正

3.31 2020年3月2日 まえがき

OS提供サービス

RHEL8.x / CentOS 8.x / Rocky
Linux 8.xの日本語化設定

仮想サーバイメージの管理

システムストレージ

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・新規提供OSイメージの追加

　－CentOS8.1
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版数 更新日 変更箇所 概要

まえがき

プロビジョニングスクリプト機能

仮想サーバへのログイン

OS提供サービス

OSパッチ／アップデート設定

ソフトウェア提供サービス

システムストレージ

ソフトウェアサポートサービス ID一覧

・新規提供OSイメージの追加

　－RHOCP4.2

・新規提供停止OSイメージ、ソフトウェア

バージョンの削除

エンドポイント ・ロードバランサーのエンドポイント説明修正

（東日本リージョン3／西日本リージョン3）

キーペア管理機能

制限値

・キーペア数の制限範囲の修正

スナップショット機能 ・ブロックストレージのスナップショットの取得

手順の追加（東日本リージョ3／西日本

リージョン3）

・注意事項の追加

サブネット管理 ・注意事項の説明修正

セキュリティグループ機能 ・注意事項の説明修正

負荷分散対象の追加／削除 ・注意事項の追加

ロードバランサー(nfv)で使用するサーバ

証明書の登録

・証明書の登録手順の追加

設定項目 ・負荷分散条件（リスナー）の作成に関する

設定項目一覧の説明修正

利用可能なコマンド・SQL文について ・利用可能なコマンドの追加

ベアメタルサービス ・ストレージの名称統一

・ベアメタルサーバのハードウェア監視の項目

追加

3.30 2020年2月17日

逆引きDNSの使い方 ・提供リージョンの追加（東リージョン３／西

日本リージョン３）

・注意事項の追加

3.29 2020年2月3日 SSL-VPN接続 ・SSL-VPN V1サポート終了による説明削

除
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版数 更新日 変更箇所 概要

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

仮想サーバイメージインポート機能

仮想サーバイメージエクスポート機能

イメージのインポート

インポートの中止

インポート状況の確認

・インポートの中止機能の新規機能追加

オブジェクトストレージ [S3互換] ・提供リージョンの追加（西日本リージョン３）

OS提供サービス 説明追加

OS提供サービス

ソフトウェア提供サービス

仮想サーバ for SAPの作成／削除

・新規提供OSイメージの追加

　－Red Hat Enterprise Linux 7.7

　－Red Hat Enterprise Linux 7.7 AUS

　－CentOS 7.7

Windows OSのSysprep手順 ・レジストリー情報の削除の説明修正

仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）とは

仮想サーバエクスポート（仮想環境間

移行）とは

・VMインポート／エクスポートの移行元ゲス

トの対象OSの追加

イメージファイルのダウンロード

イメージファイルのアップロード

制限値

・メタデータの拡張子の修正

・仮想サーバエクスポートに関する制限値の

最大同時実行数の修正

3.28 2020年1月14日

サブネット管理

仮想ルータ機能

ネットワーク

・注意事項の追加
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第 1 章: はじめに

トピック :

• サービスコンセプト

• ロケーションサービス

[対象リージョン：全リージョン]

サービスを利用するにあたって、IaaSサービスのコンセプト、提供サービス

のメニュー、および提供地域などについて説明します。
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第 1 章

1.1 サービスコンセプト

1.1.1 サービス概要
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバ、ストレージなどのコンピュータ資源を、時間単位の従量課金で必要なときに柔軟に利用できる富士通のグ

ローバルクラウドサービスです。

図 1 : 富士通のグローバルクラウドサービス

ヒント

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O IaaSは、クラウドネイティブアプリケーション向けのサービスで

す。IaaSポータルは、APIを補完する位置づけであり、IaaSが提供する主な機能の一部を提供します。フル

セットの機能を使う場合は、REST APIを利用してください。

また、IaaSポータルが提供する機能については、『IaaSポータルユーザーズガイド』を参照してください。

安心を提供

• フラットなネットワークで接続するスケーラブルな環境と、複数ネットワーク階層に分割したセキュアーな環境の両方に

対応

• リージョン（地域）内に複数のアベイラビリティゾーン（物理的に完全に独立した環境）を提供し、高度な可用性を実

現

• 認証機能およびアクセス制御機能によるクラウドリソースの保護

• ネットワークセキュリティサービスを使用した外からの攻撃に対する防御

図 2 : 柔軟なネットワーク環境と可用性の提供

- 2 -

https://doc.cloud.global.fujitsu.com/lib/iaas/jp/k5-iaas-service-portal-users-guide-jp.pdf


柔軟/スピーディー

• CPU最適化、メモリ最適化などの業務用途を想定したvCPUとメモリ容量の組み合わせを、仮想サーバタイプ（フ

レーバー）として提供

• ディスクタイプ、ディスク容量、ネットワークとの柔軟な組み合わせを提供

• 安定したパフォーマンスを実現するためにお客様専有の物理サーバー（ベアメタルサーバ）を提供

• 実際に利用した時間に応じた従量制課金

図 3 : 業務用途に合わせた仮想リソースの柔軟な組み合わせを提供

運用負担の軽減

• システムの監視と連動したオートスケール、データベースサービスなどを使用して、システム構築および運用コストを低

減

• メール発信、DNSなどのインターネットサービスに必要な周辺関連サービスを提供

図 4 : 運用コストを軽減するサービスおよび機能を提供

1.1.2 サービスメニュー
[対象リージョン：全リージョン]

IaaSが提供するサービスの全体像を説明します。

下図に示す4つのレイヤーそれぞれにおいて、お客様の目的および用途に合ったサービスを提供します。
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図 5 : 各サービスの位置づけ

各リージョンで提供するサービスについては、「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O IaaS サービス仕様書」を参

照してください。

IaaSサービスの留意事項は、「留意事項」を参照してください。

Global Infrastructure

IaaSを提供するロケーションをグローバルに展開します。2種類のロケーションサービスを提供します。

• リージョン

地域的な災害対策（ディザスタリカバリー）などに活用します。

• アベイラビリティゾーン（AZ）

データセンター内でファシリティが故障した場合の影響を、最小限にとどめるために活用します。

Foundation Services

お客様のアプリケーションやサービスを稼働するための仮想的なインフラ基盤を提供します。APIまたはIaaSポータルを

利用して、仮想サーバ、仮想ストレージ、仮想ネットワークなどを自由に組み合わせて、必要なときに実行環境をスピー

ディーに構築できるサービスを提供します。

Application Platform Services

お客様がFoundation Services上に構築したアプリケーションやサービス同士の連携、構築したシステムの展開や配備

の自動化など、大規模なシステム構築を支援するサービスを提供します。

Management & Administration

お客様がFoundation Services上に構築したアプリケーションやサービスの、継続的な運用を支援するサービスを提供

します。
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第 2 章

1.2 ロケーションサービス

1.2.1 リージョン
[対象リージョン：全リージョン]

1つのIaaSのアカウントで複数のリージョンを利用できる環境を提供します。大規模なサービスの展開、災害対策などに

活用できます。

リージョンとは、各国または国内における東西、南北など地域的に隔離された単位を表します。リージョン間はインター

ネット接続による広域ネットワーク環境を提供します。

システム稼働中のリージョンで発生する災害などに備えて複数のリージョンを利用すると、サービスの継続提供のための

バックアップシステムとして活用でき、業務システムの高い可用性を実現します。

図 6 : 複数リージョンの利用例

提供リージョン

以下のリージョンを提供します。

表 1 : 提供リージョン一覧

国 リージョン名称 略称 リージョン識別子 AZ数

東日本リージョン1 東日本第1 jp-east-1 2

東日本リージョン2 東日本第2 jp-east-2 2

東日本リージョン3 東日本第3 jp-east-3 1

西日本リージョン1 西日本第1 jp-west-1 2

西日本リージョン2 西日本第2 jp-west-2 2

日本

西日本リージョン3 西日本第3 jp-west-3 1

ヒント

以下は同じ地域の設備です。

• 東日本リージョン1と東日本リージョン2と東日本リージョン3
• 西日本リージョン2と西日本リージョン3

災害対策として複数リージョンを利用される場合、他のリージョンと組み合わせてください。
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IaaS 各サービスの提供形態について

• グローバルサービス

IaaSとして1つのAPIエンドポイントを持ち、リージョンに依存しないリソースおよびサービスを提供します。グローバルトー

クンを取得して利用します。

• リージョナルサービス

各リージョンに1つのAPIエンドポイントを持ち、リージョンの範囲内でリソースおよびサービスを提供します。リージョナル

トークンを取得して利用します。

ヒント

詳細な情報については、以下のマニュアルもあわせて参照してください。

• IaaS機能説明書内の各サービス説明

• IaaS APIリファレンス

図 7 : グローバルサービス、リージョナルサービスの概念

提供機能

• リージョン利用開始機能

利用中のリージョンに追加して、別のリージョンを利用開始するときに使用します。

契約番号（ドメイン）取得時は、「jp-east-3」（東日本リージョン3）または「jp-west-3」（西日本リージョン3）がデフォル

トリージョンとして利用可能です。
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図 8 : 別リージョン利用の流れ

• 利用リージョン情報取得機能

利用中リージョンの一覧、およびその利用可能状態（「利用可」または「準備中」）を取得できます。

• 認証機能

• グローバル認証機能

グローバルサービスを利用するためのグローバルトークン取得機能を提供します。

ヒント

グローバル利用者管理サービスを使用して取得します。

• リージョナル認証機能

リージョナルサービスを利用するためのリージョナルトークン取得機能を提供します。

ヒント

リージョナル利用者管理サービスを使用して取得します。

• APIエンドポイント

サービスを利用するためにアクセスするAPIエンドポイントについては「エンドポイント」を参照してください。

APIエンドポイントに対する通信については「APIエンドポイントがサポートするプロトコルおよび暗号スイート」を参照し

てください。
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利用方法

図 9 : 複数リージョン利用までの流れ

注意事項

• 共通

• 一度利用を開始したリージョンは、利用を停止することができません。

• 認証機能で取得したグローバルトークン、およびリージョナルトークンは、以下に示すような相互利用はできません。

利用したいサービス、リソースに応じて正しく使い分けてください。

• グローバルトークンを使用した、リージョナルサービスの利用

• リージョナルトークンを使用した、グローバルサービスの利用

• グローバルサービス

• グローバル利用者管理サービス

• グローバル利用者管理サービスを利用して、リソースを作成または変更した場合、全リージョンに同期されるまで

のタイムラグがあります。

グローバル利用者管理サービスが提供する「リージョン間同期状況の確認」機能を使用して、利用したいリージョ

ンへの同期が完了しているかをチェックできます。

• DNSサービス

DNSサービスを利用する場合、以下の作業が必要です。

• 「東日本リージョン1(jp-east-1)」にプロジェクトを作成し、DNSサービスを利用するユーザーをそのプロジェクトに登

録してください。

• リージョナルトークンを使用してください。

• リージョナルサービス

• メール配信サービス

「東日本リージョン1(jp-east-1)」だけ提供されるサービスです。東日本リージョン1(jp-east-1)以外に構築された環

境からも、インターネット経由でメール配信サービスの機能を利用できます。その場合は、以下の作業が必要です。

• 「東日本リージョン1(jp-east-1)」にプロジェクトを作成し、メール配信サービスを利用するユーザーをそのプロジェク

トに登録してください。

• リージョナルトークンを使用してください。
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1.2.2 エンドポイント
[対象リージョン：全リージョン]

サービスを利用するためにアクセスするAPIエンドポイントの一覧を以下に示します。

表 2 : グローバルサービス一覧

サービス名 エンドポイント

契約管理 https://contract.gls.cloud.global.fujitsu.com

グローバル利用者管理 https://identity.gls.cloud.global.fujitsu.com

課金管理 https://billing.gls.cloud.global.fujitsu.com

DNSサービス https://dns.gls.cloud.global.fujitsu.com

商品管理 https://catalog.gls.cloud.global.fujitsu.com

コンテンツ配信サービス https://cdn.gls.cloud.global.fujitsu.com

表 3 : リージョナルサービス一覧

サービス名 エンドポイント（***部分はリージョン識別子）

リージョナル利用者管理 https://identity.***.cloud.global.fujitsu.com

鍵管理 https://keymanagement.***.cloud.global.fujitsu.com

ソフトウェア管理 https://software.***.cloud.global.fujitsu.com

コンピュート（スタンダードサービス） https://compute.***.cloud.global.fujitsu.com

イメージ管理 https://image.***.cloud.global.fujitsu.com

仮想サーバインポート／

仮想サーバエクスポート

https://import-export .***.cloud.global.fujitsu.com

コンピュート（SAP向けサービス） https://compute-w.***.cloud.global.fujitsu.com （※2）

オートスケール https://autoscale.***.cloud.global.fujitsu.com

ブロックストレージ https://blockstorage.***.cloud.global.fujitsu.com

オブジェクトストレージ https://objectstorage.***.cloud.global.fujitsu.com

オブジェクトストレージ（S3）（※1） https://objectstorage-s.***.cloud.global.fujitsu.com

ファイルストレージ（※3） https://filestorage.***.cloud.global.fujitsu.com

仮想ネットワーク https://networking.***.cloud.global.fujitsu.com

仮想ネットワーク拡張 https://networking-ex.***.cloud.global.fujitsu.com （※2）

ロードバランサー https://loadbalancer.***.cloud.global.fujitsu.com（※1）

https://loadbalancing.***.cloud.global.fujitsu.com （※2）

データベース https://database.***.cloud.global.fujitsu.com

メール配信 https://mail.***.cloud.global.fujitsu.com

オーケストレーション https://orchestration.***.cloud.global.fujitsu.com
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サービス名 エンドポイント（***部分はリージョン識別子）

監視 https://telemetry.***.cloud.global.fujitsu.com

NFV （※1） https://nfv.***.cloud.global.fujitsu.com

ベアメタルサービス （※1） https://baremetal.***.cloud.global.fujitsu.com

ログ提供サービス （※1） https://logservice. ***.cloud.global.fujitsu.com

※1：本サービスは東日本リージョン3／西日本リージョン3だけ提供しています。

※2：本サービスは東日本リージョン1、2／西日本リージョン1、 2だけ提供しています。

※3：本サービスは東日本リージョン3だけ提供しています。

注

旧エンドポイントとのFQDN互換

マルチリージョン機能公開以前のグローバルサービスエンドポイントへのアクセスは、以下に示すとおり新エンド

ポイントへ転送されます。

表 4 : マルチリージョン機能公開前後におけるサービスエンドポイントFQDN互換一覧

サービス名 旧エンドポイント 新エンドポイント

契約管理 contract.cloud.global.fujitsu.com contract.gls.cloud.global.fujitsu.com

利用者管理 identity.cloud.global.fujitsu.com identity.jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com

鍵管理 keymanagement.cloud.global.fujitsu.com keymanagement.jp-east-1.cloud.global.
fujitsu.com

課金管理 billing.cloud.global.fujitsu.com billing.gls.cloud.global.fujitsu.com

商品管理 catalog.cloud.global.fujitsu.com catalog.gls.cloud.global.fujitsu.com

DNSサービス dns.cloud.global.fujitsu.com dns.gls.cloud.global.fujitsu.com

1.2.3 アベイラビリティゾーン
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

アベイラビリティゾーンとは、データセンター設備やサービス提供用設備などの物理的な施設を共有する単位を表しま

す。
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図 10 : アベイラビリティゾーンの概要

マルチアベイラビリティゾーン

1つのリージョン内に複数のアベイラビリティゾーンを提供します。

アベイラビリティゾーン同士は低遅延のネットワークで接続されるため、複数のアベイラビリティゾーンに分散して業務シス

テムを構築すると、業務システムの高い可用性を実現します。

マルチアベイラビリティゾーンの利用にあたっては、「クラウドデザインパターン・実装サンプル集」を参照してください。

図 11 : 複数のアベイラビリティゾーンの利用例
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第 2 章: コンピュート

トピック :

• スタンダードサービス

• SAP向けサービス

[対象リージョン：全リージョン]

仮想化技術によって物理的なコンピュータを分割した、インターネット経

由でアクセス可能な仮想インフラストラクチャーを提供します。
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第 3 章

2.1 スタンダードサービス

2.1.1 仮想サーバ

2.1.1.1 仮想サーバの作成／削除
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバは、Webサーバ、アプリケーションサーバなどの利用目的に合わせて、様々な性能タイプから選択して作成し

ます。また、利用中の仮想サーバは不要になった時点でいつでも削除できます。

仮想サーバの作成

仮想サーバは以下のイメージから作成します。

• 標準

OS提供サービス、ソフトウェア提供サービスで用意されているイメージ

• 利用者作成

仮想サーバイメージの管理を利用したイメージ

• 利用者持ち込み

仮想サーバインポートを利用したイメージ

仮想サーバを作成する際は、以下の内容を指定します。

• 仮想サーバを作成するリージョン、アベイラビリティゾーン

• 仮想サーバタイプ（フレーバー）

• システムブロックストレージタイプ、OS
• ポート、およびその接続先サブネット

• セキュリティグループ

• 仮想サーバへのログインに使用するキーペア

• プロビジョニングスクリプト

• オートフェイルオーバ

注

• 仮想サーバ作成時の各機能を利用するには、仮想サーバを接続するネットワークに仮想ルータが接続され

ている必要があります。

• 東日本第1/西日本第1/西日本第2では、多階層ネットワーク上の仮想サーバからインターネットへの通信

はできません。

• 仮想サーバにグローバルIPアドレスを付与した場合、任意のFQDN名をDNSサービスに登録してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3でサーバ名に日本語を含める場合、以下に注意してください。

• 2021年4月19日以前から仮想サーバを使用している場合

UTF8換算で63バイト以下になるように指定してください。

• 2021年4月19日以降、新規に作成する仮想サーバの場合

1バイト文字だけ使用してください。

誤って設定した場合は即時変更してください。変更に伴うリスクはありません。
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ヒント

Red Hat Enterprise Linux、CentOS または Rocky Linuxにおいては、仮想サーバのホスト名はデフォルト

で以下のように設定されます。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

<仮想サーバ作成時に入力した仮想サーバ名>.novalocal

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

<仮想サーバ作成時に入力した仮想サーバ名>.fcxlocal

cloud-initの設定によっては、仮想サーバの再起動時にホスト名が変更されます。cloud-initによるホスト名

の変更を無効化するためには、/etc/cloud/cloud.cfg.d/hostname.cfgに対して、preserve_hostname:
trueを追記してください。

仮想サーバの管理者ユーザーパスワードについて

• Windowsの場合

仮想サーバ作成時のパラメーターとして、作成済みのキーペア名を指定します。指定したキーペアの鍵ファイ

ル(*.pem)を利用して、システムが発行するランダムな管理者ユーザーパスワードを受け取ります。

例：発行されたランダムパスワードの解読方法

$ COMPUTE=仮想サーバAPIのエンドポイント
$ OS_AUTH_TOKEN=取得済みトークン文字列
$ SERVER_ID=作成したWindows仮想サーバのID
$ PROJECT_ID=作成したWindows仮想サーバのプロジェクトID
$ curl -s $COMPUTE/v2/$PROJECT_ID/servers/$SERVER_ID/os-server-password -X GET -H "X-
Auth-Token: $OS_AUTH_TOKEN" | jq .
{
"password": "パスワード文字列"
}
$ PASSWORD=上記コマンドで取得したパスワード文字列
$ echo $PASSWORD | openssl base64 -d -A | openssl rsautl -decrypt -inkey 鍵ファイル(.pem)

注

仮想サーバ作成後、「ACTIVE」状態になったことを確認してから、パスワード文字列を取得してください。

仮想サーバの削除

不要になった仮想サーバは、いつでも削除できます。

注

• 仮想サーバは起動中でも削除できます。十分確認のうえ、削除してください。

• スナップショットで取得したデータが残った状態では、取得元の仮想サーバを削除することはできません。仮

想サーバを削除する際には、取得したスナップショットはすべて削除しておいてください。

ヒント

• 仮想サーバを削除する場合にシステムストレージを保持するか削除するかは、仮想サーバを作成するとき

に指定しておきます。

• システムストレージを保持する設定にしている場合、システムストレージ内のデータが壊れないよう、事前に

仮想サーバを停止しておくことを推奨します。

仮想サーバタイプ（フレーバー）

仮想サーバタイプには、スタンダードCPUと、ハイスピードCPUがあります。
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概要種類

東日本第1/第2・西日本第1/第2 東日本第3

西日本第3

スタンダードCPU 仮想CPUは、1.7 ～1.8GHz相当 仮想CPUは、1.3 ～2.1GHz相当

ハイスピードCPU 仮想CPUは、2.6GHz相当 仮想CPUは、2.6GHz相当

ヒント

仮想サーバが稼働している物理ホストのハイパースレッディング設定は、以下のとおりです。

概要種類

東日本第1/第2・西日本第1/第2 東日本第3

西日本第3

スタンダードCPU 有効 無効

ハイスピードCPU 有効 無効

　

提供する仮想サーバタイプ（フレーバー）は以下のとおりです。

東日本リージョン3／西日本リージョン3

ヒント

専有仮想サーバを使う場合は、例えば"P3-1.d"のように、サーバタイプ名に".d"が付きます。 専有仮想サー

バについては、専有仮想サーバを参照してください。なお、専有仮想サーバを使わない場合は、".d"が付く

サーバータイプ名を選択するとエラーとなります。

タイプ名 ソケット数

スタンダードCPU ハイスピードCPU

仮想CPU数

スタンダー

ドCPU
ハイスピー

ドCPU

メモリ(GB)

P3-1 - 1 1 1 0.5

T3-1 - 1 1 1 1

C3-1 C4-1S 1 1 1 2

C3-2 C4-2S 2 2 1 4

C3-4 C4-4S 4 4 1 8

C3-6S C4-6S 6 1 1 12

C3-8 C4-8S 8 8 1 16

C3-10S C4-10S 10 1 1 20

C3-12S C4-12S 12 1 1 24

C3-14S C4-14S 14 1 1 28

C3-16 C4-16S 16 16 1 32

- C4-20S 20 - 2 40

- C4-24S 24 - 2 48

- C4-28S 28 - 2 56
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タイプ名 ソケット数

スタンダードCPU ハイスピードCPU

仮想CPU数

スタンダー

ドCPU
ハイスピー

ドCPU

メモリ(GB)

- C4-32S 32 - 2 64

S3-1 S4-1S 1 1 1 4

S3-2 S4-2S 2 2 1 8

S3-4 S4-4S 4 4 1 16

S3-6S S4-6S 6 1 1 24

S3-8 S4-8S 8 8 1 32

S3-8S - 8 2 - 32

S3-10S S4-10S 10 1 1 40

S3-12S S4-12S 12 1 1 48

S3-14S S4-14S 14 1 1 56

S3-16 S4-16S 16 16 1 64

S3-16S - 16 4 - 64

- S4-20S 20 - 2 80

- S4-24S 24 - 2 96

- S4-28S 28 - 2 112

- S4-32S 32 - 2 128

M3-1 M4-1S 1 1 1 8

M3-2 M4-2S 2 2 1 16

M3-4 M4-4S 4 4 1 32

M3-6S M4-6S 6 1 1 48

M3-8 M4-8S 8 1 1 64

M3-8S - 8 2 - 64

- M4-10S 10 - 1 80

- M4-12S 12 - 1 96

- M4-14S 14 - 1 112

- M4-16S 16 - 1 128

- M4-20S 20 - 2 160

- M4-24S 24 - 2 192

- M4-28S 28 - 2 224

- M4-32S 32 - 2 256

- LM4-1S 1 - 1 16

- LM4-2S 2 - 1 32

- LM4-4S 4 - 1 64

- LM4-6S 6 - 1 96

- LM4-8S 8 - 1 128

- 16 -



タイプ名 ソケット数

スタンダードCPU ハイスピードCPU

仮想CPU数

スタンダー

ドCPU
ハイスピー

ドCPU

メモリ(GB)

- LM4-10S 10 - 1 160

- LM4-12S 12 - 1 192

- LM4-14S 14 - 1 224

- LM4-16S 16 - 1 256

- LM4-20S 20 - 2 320

- LM4-24S 24 - 2 384

- XM4-1S 1 - 1 32

- XM4-2S 2 - 1 64

- XM4-4S 4 - 1 128

- XM4-6S 6 - 1 192

- XM4-8S 8 - 1 256

- XM4-10S 10 - 1 320

- XM4-12S 12 - 1 384

- DM4-1S 1 - 1 48

- DM4-2S 2 - 1 96

- DM4-4S 4 - 1 192

- DM4-6S 6 - 1 288

- DM4-8S 8 - 1 384

- HM4-1S 1 - 1 64

- HM4-2S 2 - 1 128

- HM4-4S 4 - 1 256

- HM4-6S 6 - 1 384

- L4-12S 12 - 1 128

- L4-24S 24 - 2 128
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東日本リージョン3／西日本リージョン3以外

タイプ名

スタンダードCPU ハイスピードCPU

仮想CPU数 メモリ(GB)

P-1 P2-1 1 0.5

T-1 T2-1 1 1

C-1 C2-1 1 2

C-2 C2-2 2 4

C-4 C2-4 4 8

C-8 C2-8 8 16

C-16 C2-16 16 32

S-1 S2-1 1 4

S-2 S2-2 2 8

S-4 S2-4 4 16

S-8 S2-8 8 32

S-16 S2-16 16 64

M-1 M2-1 1 8

M-2 M2-2 2 16

M-4 M2-4 4 32

M-8 M2-8 8 64

M-16 M2-16 16 128

XM-4 XM2-4 4 128

LM-1 LM2-1 1 16

LM-2 LM2-2 2 32

LM-4 LM2-4 4 64

LM-8 LM2-8 8 128
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タイプ名

スタンダードCPU ハイスピードCPU

仮想CPU数 メモリ(GB)

L-12 L2-12 12 128

L-24 L2-24 24 128

オートフェイルオーバ

仮想サーバの稼働中にデータセンター内の物理ホストマシンが故障などにより停止した場合、そのホストマシン上で稼

働していた仮想サーバを、自動的に別のホストマシンに移動して稼働させることができます。仮想サーバの作成時にこの

オートフェイルオーバを有効にするか否かを指定します。

重要

オートフェイルオーバを有効にした仮想サーバは、オートスケールの対象とすることはできません。

注

• オートフェイルオーバが発生または完了した場合は、対象リソースが所属するプロジェクトの全体管理者に

メールで通知されます。通知メールの詳細については、「オートフェイルオーバ通知メッセージ」のスタンダード

サービスを参照してください。

• 東日本第1／第2、西日本第1／第2リージョンの場合、オートフェイルオーバによって自動的に別のホスト

マシンに移動しても、仮想サーバは同じアベイラビリティゾーンに配備されます。

　

オートフェイルオーバ発生時の仮想サーバの状態遷移（東日本リージョン3／西日本リージョン3）

オートフェイルオーバ発生時には、仮想サーバの状態が下図のとおりに遷移します。

OS-EXT-STS:vm_state、OS-EXT-STS:power_state、status、OS-EXT-SRV-ATTR:hostの情報は Show
Server Details、および List Servers Detailedによって取得できます。また、hostAの state は List Hypervisorsに

よって取得できます。

OS-EXT-SRV-ATTR:hostの出力例である hostAは故障する物理ホストであり、hostBはオートフェイルオーバの結果

移動先となる物理ホストを示しています。
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図 12 : ACTIVEの仮想サーバの状態遷移例

図 13 : SHUTOFFの仮想サーバの状態遷移例

ヒント

• フェイルオーバーされる仮想サーバの状態がSHUTOFFである場合、オートフェイルオーバ処理の終盤で一

度ACTIVEに遷移します。

• 情報取得のAPIを実行するタイミングによっては上記のとおりに状態が遷移しない場合があります。

性能(スループット)のチューニングパラメーター

仮想サーバのチューニングパラメーターとしてMTU（パケットの最大伝送ユニット）値があります。この値を8950に変更する

ことで仮想サーバの性能改善が見込めます。

ヒント

東日本リージョン3／西日本リージョン3でMTU値を変更する場合は、「ネットワーク管理」を参照してくださ

い。

2.1.1.2 プロビジョニングスクリプト機能
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバの作成時に、初期処理として様々なデータの受け渡しやスクリプトによる自動処理を実行する機能を提供

します。

プロビジョニングスクリプト機能においては、以下の複数の方法で仮想サーバ作成時に必要な情報を渡します。

• メタデータ

• ユーザーデータ

メタデータの設定

KeyValue形式のデータを仮想サーバに関連付けて設定します。仮想サーバを作成すると自動的に設定されるデータ

のほかに、ユーザーが必要な項目を追加で設定することもできます。例えば、VSYS_NAME=e-learningのように仮想

サーバ群を1つのシステムとして識別するための情報などです。
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注

セキュリティグループ、ファイアーウォール、およびルーティングの設定について

　

仮想サーバはメタデータをIaaSの特別なサーバ（http://169.254.169.254）から取得します。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

仮想サーバから仮想ルータを経由して通信できるため、設定は不要です。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

仮想サーバから仮想ルータを経由して通信できるよう、必要に応じて設定してください。

ユーザーデータの設定

ユーザーデータは、テキスト形式で仮想サーバにデータを渡す機能です。仮想サーバ起動時に実行するスクリプトを指定

することもできます。

• Windows の場合

PowerShellまたはWindows Batchを使用して記述します。

• Red Hat Enterprise Linuxの場合

shまたはbashを使用して記述します。

• CentOSの場合

shまたはbashを使用して記述します。

• Rocky Linuxの場合

shまたはbashを使用して記述します。

• Ubuntuの場合

shまたはbashを使用して記述します。

• Red Hat OpenShift Container Platform 3.xの場合

shまたはbashを使用して記述します。

• Red Hat OpenShift Container Platform 4.xの場合

記載方法は、「IaaS RHOCP4スタートガイド」を参照してください。
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ヒント

スクリプトはOSごとに以下のソフトウェアの機能を使用して実行されます。詳細は各ソフトウェアのサポートサイ

トを参照してください。

表 5 : OS別スクリプト機能提供ソフトウェア

OS種別 スクリプト機能提供ソフトウェア

Windows Cloudbase-init 

注

Cloudbase-initのインストール時に「

cloudbase-init」ユーザーが作成されま

す。

「cloudbase-init」ユーザーは削除しない

でください。削除した場合、プライベートイ

メージから仮想サーバを正常に作成でき

なくなる可能性があります。

Red Hat Enterprise Linux Cloud-init

CentOS Cloud-init

Rocky Linux Cloud-init

Ubuntu Cloud-init

Red Hat OpenShift Container Platform 3.x Cloud-init

2.1.1.3 仮想サーバのスケールアップ、スケールダウン
[対象リージョン：全リージョン]

作成済みの仮想サーバのタイプを、必要に応じて変更します。

仮想サーバの稼働状況により、作成時に選択した仮想サーバタイプでは性能が不足または過剰である場合、その仮想

サーバのスペックを変更して対処します。

ヒント

アプリケーションの動作負荷に対し仮想サーバのスペックに十分余裕がある場合は、スケールダウンすることで

運用コストを下げることができます。

仮想サーバのリサイズ

作成済みの仮想サーバタイプを別のタイプに変更します。

• リサイズ対象の仮想サーバが起動状態 (ACTIVE) または停止状態 (SHUTOFF) の場合に、リサイズ（仮想サーバ

タイプの変更）ができます。

• リサイズを実行後、仮想サーバの状態が「VERIFY_RESIZE」になったことを確認してから、「Confirm resized
server」（変更の確定）を実行し、リサイズを確定してください。

リサイズを確定後、仮想サーバの状態はリサイズを実行する前の「ACTIVE」または「SHUTOFF」に遷移します。

ヒント

仮想サーバが起動状態 (ACTIVE) の場合、リサイズをすると仮想サーバが強制的に再起動されます。あら

かじめ仮想サーバを停止状態 (SHUTOFF) にした上で、リサイズをすることを推奨します。

仮想サーバリサイズのロールバック

仮想サーバのリサイズを実行したあと、対象の仮想サーバが正しく「ACTIVE」状態にならなかった場合などにリサイズを

ロールバックできます。
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2.1.1.4 仮想サーバの運用操作
[対象リージョン：全リージョン]

システムに作成された仮想サーバに対して、以下の運用操作を提供します。

仮想サーバの起動／停止

作成された仮想サーバを停止状態(SHUTOFF) から起動します。または起動状態(ACTIVE)から停止します。

注

• 仮想サーバをOSからシャットダウン、またはIaaSポータル／APIから「停止」した状態は仮想サーバ利用料

金の課金対象となります。停止後、起動頻度が少ない仮想サーバを「解放」することで料金を抑えること

ができます。

• IaaSポータル／APIから仮想サーバを「停止」した場合、 一定時間内にシャットダウン処理が完了しないと

仮想サーバが 強制停止（電源強制断に相当）されます。正常に停止状態にするには、仮想サーバにログ

インしてシャットダウン操作を実施してください。

• Windowsの場合、仮想サーバを停止する前に、Cloudbase-init定義ファイルの設定内容を確認してくだ

さい。

一度設定内容を確認したあとは、仮想サーバを停止する前に、再度確認する必要はありません。

Cloudbase-init定義ファイルの格納先は、以下のどちらかです。

• C:\Program Files (x86)\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf
• C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf

Cloudbase-init定義ファイルは2つあります。それぞれ以下の設定内容を確認します。

• cloudbase-init-unattend.conf
metadata_servicesの設定値が以下の値になっていること

metadata_services=cloudbaseinit.metadata.services.configdrive.
ConfigDriveService,cloudbaseinit.metadata.services.httpservice.HttpService

• cloudbase-init.conf
以下のmetadata_servicesが設定されていること

metadata_services=cloudbaseinit.metadata.services.httpservice.HttpService,
cloudbaseinit.metadata.services.configdrive.ConfigDriveService

上記の内容と異なる場合は、管理者権限でCloudbase-init定義ファイルを修正し、BOM(Byte Order
Mark)をつけないで保存します。

メモ帳(notepad.exe)で修正する際は、文字コードに「ANSI」を指定して保存してください。

• Red Hat Enterprise Linux、CentOS または Rocky Linuxの場合、「/etc/cloud/cloud.cfg」に以下の

設定がない場合は、「/etc/cloud/cloud.cfg.d/datasource.cfg」を作成して追加してください。

すでに設定済の場合は、対応する必要はありません。

datasource_list: ['OpenStack']

仮想サーバの解放

仮想サーバのCPUおよびメモリ資源を解放するため、仮想サーバを「解放」します。解放された仮想サーバは解放状

態(SHELVED_OFFLOADED)となります。

仮想サーバは起動・停止どちらの状態でも、解放することができます。

- 23 -



注

• 解放状態の仮想サーバーにできない操作

解放状態の仮想サーバに対して、以下の操作はできません。

• ポートの接続／接続解除

• ブロックストレージのアタッチ／デタッチ

• 仮想サーバのタイプ変更

• 仮想サーバの再作成

• 仮想サーバの起動／停止

• 強制停止の回避方法

仮想サーバの起動中にCPUやメモリを解放すると、OSのシャットダウンが行われます。60秒以内にシャット

ダウンが完了しない場合、その時点で仮想サーバは強制停止（電源強制断に相当）されます。サービス停

止前の強制停止を回避するには、OSをシャットダウンしてから、解放を実行してください。

• CPUとメモリ資源解放による影響

仮想サーバを「解放」すると、CPUおよびメモリ資源は完全に解放されます。なお、仮想サーバの「復元」の

ために資源を予約しておくことはできません。

仮想サーバの「復元」には、CPUおよびメモリ資源を新たに取得する必要があります。このとき、復元に必

要なCPUおよびメモリ資源が不足していると、仮想サーバの復元が失敗する可能性があります。サーバグ

ループ機能でポリシーを指定している場合は、復元先となる物理ホストが限定されるため、失敗する可能

性がさらに高くなります。

仮想サーバの復元

解放状態にある仮想サーバを通常どおり利用する状態に戻すには、仮想サーバを「復元」します。

仮想サーバの「復元」に失敗した場合は、ヘルプデスクまでご連絡ください。

注

• 仮想サーバを復元した場合、起動状態(ACTIVE)で復元されます。OS提供サービス、ソフトウェア提供

サービスなどの料金が発生するため、注意してください。

• 仮想サーバの「復元」には、CPUおよびメモリ資源を新たに取得する必要があります。このとき、復元に必

要なCPUおよびメモリ資源が不足していると、仮想サーバの復元が失敗する可能性があります。サーバグ

ループ機能でポリシーを指定している場合は、復元先となる物理ホストが限定されるため、失敗する可能

性がさらに高くなります。

仮想サーバの再起動

• ソフトリブート（OSのリブートコマンドに相当）

• ハードリブート（リセットボタンに相当）

仮想サーバの設定変更

既存の仮想サーバの設定内容を変更します。以下の項目を変更できます。

• 仮想サーバ名の変更

• IPアドレスの変更（IPv4だけ変更可能）

注

仮想サーバ名を変更しても、OS上のコンピュータ名は変更されません。コンピュータ名（ホスト名）を変更する

場合は、OS上で変更してください。

ブロックストレージのアタッチ／デタッチ

作成済みのブロックストレージをデバイス名（例：/dev/vdb）を指定してアタッチします。また、不要になったブロックストレー

ジはデタッチします。
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ヒント

スタンダードサービスの仮想サーバ（Windows）にブロックストレージをアタッチまたはデタッチする場合

は、SANポリシーの変更が必要です。詳細は、「Microsoft製品利用時の注意事項」を参照してください。

ポートの接続／接続解除

作成済みのポートを仮想サーバに追加で接続します。また、不要になったポートは接続を解除します。

2.1.1.5 サーバグループ機能 [東日本第1／第2、西日本第1／第2]
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

サーバグループとは、複数の仮想サーバに対してポリシーを設定する機能です。

サーバグループは、仮想サーバの作成時にだけ登録することができます。登録するサーバグループは仮想サーバの作成

前に作成してください。

サーバグループに設定できるポリシーは以下のとおりです。

• Affinity

Affinityポリシーのサーバグループに登録された仮想サーバ群は、同一の物理ホスト上で起動されます。

同一サーバグループ内の仮想サーバ間の通信速度は、Anti-Affinityが設定されている場合に比べて高速です。

• Anti-Affinity

Anti-Affinityポリシーのサーバグループに登録された仮想サーバ群は、別々の物理ホスト上で起動されます。

同一サーバグループ内の仮想サーバ間の通信速度は、Affinityが設定されている場合に比べて低速ですが、一部の

物理ホストがダウンしても影響を受けにくいポリシーです。

注

• 作成済みの仮想サーバに対するサーバグループの登録および変更はできません。ポリシーの異なるサーバグ

ループへの登録および変更は、対象の仮想サーバのスナップショットを利用した再作成時に可能です。

• Anti-Affinityを設定しても、オートフェイルオーバ発生時およびオートスケール時には、仮想サーバは同じア

ベイラビリティゾーンに配備されます。

図 14 : サーバグループ機能の動作イメージ
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注

サーバグループ機能はその動作を保証するものではないため、IaaSの利用状況によっては、以下のようなエ

ラーが発生する場合があります。

• Affinityを指定した場合に、同一物理ホスト上で仮想サーバが起動できる空きがないと、エラーとなります。

• Anti-Affinityを指定した場合に、別の物理ホスト上に仮想サーバを起動できる空きがないと、エラーとなり

ます。

• Anti-Affinityを指定している複数の仮想サーバに対して同時に復元した場合、同一物理ホスト上に仮想

サーバが配備されることがあります。

同一サーバグループの仮想サーバに対して復元する場合は1台ずつ実施してください。1台目の仮想サーバ

の復元が完了し起動状態（ACTIVE）になったことを確認してから、次のサーバを復元してください。

2.1.1.6 サーバグループ機能 [東日本第3／西日本第3]
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

サーバグループとは、複数の仮想サーバに対してポリシーを設定する機能です。

サーバグループは、仮想サーバの作成時にだけ登録することができます。登録するサーバグループは仮想サーバの作成

前に作成してください。

サーバグループに設定できるポリシーは以下のとおりです。

• Soft-Affinity

Soft-Affinityポリシーのサーバグループに登録された仮想サーバ群は、原則同一の物理ホスト上で起動されます。

同一サーバグループ内の仮想サーバ間の通信速度は、Anti-Affinityが設定されている場合に比べて高速です。

• Anti-Affinity

Anti-Affinityポリシーのサーバグループに登録された仮想サーバ群は、別々の物理ホスト上で起動されます。

同一サーバグループ内の仮想サーバ間の通信速度は、Soft-Affinityが設定されている場合に比べて低速ですが、一

部の物理ホストがダウンしても影響を受けにくいポリシーです。

注

• 作成済みの仮想サーバに対するサーバグループの登録および変更はできません。ポリシーの異なるサーバグ

ループへの登録および変更は、対象の仮想サーバのスナップショットを利用した再作成時に可能です。
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図 15 : サーバグループ機能の動作イメージ

注

サーバグループ機能はその動作を保証するものではないため、IaaSの利用状況によっては、以下のようなエ

ラーが発生する場合があります。

• Soft-Affinityを指定した場合に、同一物理ホスト上で仮想サーバが起動できる空きがないと、異なる物理

ホスト上で起動されます。

• Soft-Affinityを指定している複数の仮想サーバが異なる物理ホスト上に配備された場合、仮想サーバを

解放・復元することで、本来の同一物理ホスト上に再配備される可能性があります。

• Anti-Affinityを指定した場合に、別の物理ホスト上に仮想サーバを起動できる空きがないと、エラーとなり

ます。

• Anti-Affinityを指定している複数の仮想サーバに対して同時に復元した場合、同一物理ホスト上に仮想

サーバが配備されることがあります。

同一サーバグループの仮想サーバに対して復元する場合は1台ずつ実施してください。1台目の仮想サーバ

の復元が完了し起動状態（ACTIVE）になったことを確認してから、次のサーバを復元してください。

2.1.1.7 仮想サーバへのログイン
[対象リージョン：全リージョン]

稼働中の仮想サーバに、ネットワーク経由でログインする方法を説明します。

仮想サーバへのログイン方法は、使用するOSイメージによって異なります。

Windows仮想サーバへのログイン

Windows仮想サーバにログインするにはリモートデスクトップ接続を利用します。クライアントPCから対象仮想サーバのプ

ライベートIPアドレスを指定して、接続します。

管理者ユーザーIDは「k5user」、パスワードは仮想サーバ作成時に仮想サーバの管理者ユーザーパスワードについてで

取得したものを使用します。
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注

Windows 2019、Windows 2016、またはWindows 2012 R2で初回ログイン後、画面の右端に以下の

ような問合せ画面が表示されます。必ず「はい」を選択してください。「いいえ」を選択した場合、リモートデス

クトップ接続ができなくなることがあります。その場合は、対象仮想サーバを破棄し、再配備する必要がありま

す。

このネットワーク上のPC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターやTVなどのデバイスに
自動的に接続しますか?
ホームネットワークと社内ネットワークではこの操作を行うことをお勧めします。

図 16 : 初回ログイン時の問合せ画面

Red Hat Enterprise Linux仮想サーバへのログイン

Red Hat Enterprise Linux仮想サーバへログインするには、仮想サーバ作成時に使用した登録済みキーペアを使用し

て、SSH経由でログインします。

管理者ユーザーIDは「k5user」です。

CentOS仮想サーバへのログイン

CentOS仮想サーバへログインするには、仮想サーバ作成時に使用した登録済みキーペアを使用して、SSH経由でロ

グインします。

管理者ユーザーIDは「k5user」です。

Rocky Linux仮想サーバへのログイン

Rocky Linux仮想サーバへログインするには、仮想サーバ作成時に使用した登録済みキーペアを使用して、SSH経由

でログインします。

管理者ユーザーIDは「k5user」です。

Ubuntu仮想サーバへのログイン

Ubuntu仮想サーバへログインするには、仮想サーバ作成時に使用した登録済みキーペアを使用して、SSH経由でログ

インします。

管理者ユーザーIDは「ubuntu」です。

Red Hat OpenShift Container Platform仮想サーバへのログイン

対象OS
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• Red Hat OpenShift Container Platform 3.x 仮想サーバへのログイン

Red Hat OpenShift Container Platform 3.x 仮想サーバへログインするには、仮想サーバ作成時に使用した登録

済みキーペアを使用して、SSH経由でログインします。

• Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（ワーカー）（RHEL） 仮想サーバへのログイン

Red Hat OpenShift Container Platform 4.x （ワーカー）（RHEL）仮想サーバへログインするには、仮想サーバ作

成時に使用した登録済みキーペアを使用して、SSH経由でログインします。

管理者ユーザーIDは「k5user」です。

2.1.1.8 キーペア管理機能
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバへSSHを使用してログインする場合に使用するキーペアを作成、登録します。また、外部で作成したキーペ

アをインポートすることもできます。

以下の手順でキーペアを登録すると、SSH認証用の鍵ファイル(*.pem)を取得できます。SSH認証用の鍵ファイ

ル(*.pem)を使用して、簡単に仮想サーバへログインできます。

1. 仮想サーバの作成時に登録済みのキーペアを指定し、鍵ファイル(*.pem)を取得します。

2. SSHクライアントソフトウェア側で、取得した鍵ファイル(*.pem)を使用する設定にします。

ヒント

ダウンロードしたキーペア(*.pem)を PuTTY.exeで使用する

3. 仮想サーバにSSHで接続します。

注

鍵ファイルの管理には、十分注意してください。

キーペアの作成

キーペア名を指定してキーペアを作成します。また、ssh-keygenなどのツールで作成済みの公開鍵を指定して、キーペ

アを登録することもできます。

外部ツールでキーペアを作成する場合は、パスフレーズ付きで作成することを推奨します。

キーペアはアベイラビリティゾーンごとに作成します。また、作成したキーペアはユーザーに関連付けられます。

注

• キーペア名に空白が含まれるキーペアを使用して仮想サーバを作成した場合、ログインできない仮想サーバ

が作成されます。キーペア名には空白を含まないようにしてください。

• キーペアを作成するユーザーと、仮想サーバを作成するユーザーは同一ユーザーである必要があります。

表 6 : キーペア設定項目一覧

項目 説明 必須

キーペア名 キーペアの名称を指定する

公開鍵文字列 外部ツールで作成した公開鍵文字列を指定する

パスフレーズ付きキーペアの作成例

公開鍵文字列には、「パスフレーズ付きキーペアの作成例」で作成したimg_rsa.pubの内容を記述します。

ssh-keygenを使用してパスフレーズ付きキーペアを作成する例を、以下に示します。

$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user1/.ssh/id_rsa): /tmp/img_rsa Enter
 passphrase (empty for no passphrase): パスフレーズ入力
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Enter same passphrase again: パスフレーズ入力
Your identification has been saved in /tmp/img_rsa.
Your public key has been saved in /tmp/img_rsa.pub.
The key fingerprint is:
6e:d0:（略）:c0:8b user1@LinuxImgDev
The key's randomart image is:
（略）

登録済みキーペアの削除

不要になったキーペアは削除できます。

2.1.1.9 仮想サーバのコンソールログ参照
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバ起動時のトラブル調査などのため、コンソール出力を参照する機能を提供します。

ログの行数を指定することで、最新からさかのぼって、指定行数分のコンソールログを取得できます。

注

仮想サーバの「解放」を実行すると、それまでのコンソールログが削除されて参照できなくなります。また、解放

状態(SHELVED_OFFLOADED)の間は、コンソールログを参照できません。

2.1.1.10 仮想サーバのリモートコンソール機能
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバにSSHまたはRDPでリモートログインできないなどのトラブル調査のため、仮想サーバのコンソールに接続する

機能を提供します。ブラウザを使用して、コンソールに接続します。

以下の条件で動作します。

• 対応OS

以下のOSにリモートコンソール接続が可能です。

Windows, RedHat Enterprise Linux, CentOS, Rocky Linux, Ubuntu, RedHat OpenShift Container
Platform

• 対応ブラウザ

以下の Webブラウザの最新安定版が利用できます。

• Chrome
• Firefox
• Firefox ESR

• キーボード設定

仮想サーバのリモートコンソール機能では、以下の条件で正常なキー入力ができるように設定されています。

項目 内容

仮想サーバのOSのキーボード設定 英語（us, 101/102キーなど）

クライアント環境のキーボード 英語配列キーボード

そのため、上記以外の環境では、キーボード配列が異なることにより、一部のキーが入力できない場合があります。例

えば、仮想サーバのOSのキーボード設定が英語で、お客様側クライアント環境で日本語キーボード（JISキーボード）

をご利用の場合、下図に示すキー設定になります。
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図 17 : 仮想サーバのOSのキーボード設定が英語、クライアント環境
のキーボードが日本語キーボード（JISキーボード）の場合のキー設定

• パスワード設定

コンソール接続時には、ユーザ・パスワード方式を使用してログインするため、パスワードを設定しておいてください。

• 通信方式

WebSocket (wss) による通信です。WebSocket通信を許可してください。

仮想サーバの状態によっては、コンソール接続ができない場合があります。また、IaaSの運用保守により、リモートコン

ソールが切断される場合があります。

SAP向けサービス（仮想サーバ for SAP, 専有仮想サーバ for SAP）では、リモートコンソール機能を利用することはで

きません。

• 仮想サーバのコンソール接続用URLについて

• コンソール接続用URLの有効期限は10分です。

• 東日本第1／第2、西日本第1／第2リージョンの場合、コンソール接続用URLは一度利用すると再利用できませ

ん。再度コンソールに接続する場合は、コンソール接続用URLを再取得してください。

• 仮想サーバのコンソール接続について

• 東日本第1／第2、西日本第1／第2リージョンの場合

• コンソール接続の最大時間は30分です。常時コンソール接続をするような運用はできません。

• 1つの仮想サーバに同時に複数のコンソール接続を行うことはできません。

• 契約番号ごと、アベイラビリティゾーンあたり同時に5接続まで可能です。

• 東日本第3／西日本第3リージョンの場合

• コンソール接続の最大時間はありません。ただし、アイドル状態が10分間続くと切断されます。

手順

1. 対象の仮想サーバを指定して、コンソール接続用URLを取得します。

仮想サーバのコンソールに接続してOSにログインするには、あらかじめパスワードを使用したログインを設定しておいて

ください。
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2. 取得したコンソール接続用URLをブラウザに入力して、仮想サーバにコンソール接続します。

図 18 : 仮想サーバへのコンソール接続

2.1.2 専有仮想サーバリソース [東日本第1／第2、西日本第1／
第2]

2.1.2.1 専有仮想サーバ
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

契約番号（ドメイン）単位で専用の物理ホストプールを確保し、仮想サーバを専有して配備する機能を提供します。

確保した物理ホスト上には、ほかのお客様の仮想サーバは配備されません。そのため、コンプライアンスやライセンス管理

の理由などで、物理的にほかのお客様と分離された環境（シングルテナント）が必要なケースに利用できます。

注

ストレージ、ネットワークは共用です。専有できません。

提供機能

仮想サーバの作成時に、確保した物理ホストプールに配備するオプションを提供します。作成した専有仮想サーバは、

通常の仮想サーバと同様にプロジェクト単位で管理します。
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注

• 物理ホストプール内の特定の物理ホストを指定して、配備することはできません。

• 契約番号内においては、すべてのプロジェクト間で物理ホストプールを共用します。

作成済みの専有仮想サーバに対しては、通常の仮想サーバと同等のコンピュート機能を提供します。

• コンピュート

• 専有仮想サーバ

• 専有仮想サーバの作成／削除

• プロビジョニングスクリプト機能

• 専有仮想サーバのスケールアップ、スケールダウン

• 専有仮想サーバの起動／停止

• 専有仮想サーバの解放／復元

• 専有仮想サーバの再起動

• サーバグループ機能

注

Anti-Affinityポリシーは使用できません。

• ブロックストレージのアタッチ／デタッチ

• ポートの接続／接続解除

• キーペア管理機能

• コンソールログ参照

• リモートコンソール機能

• OS提供サービス

• ソフトウェアサポートサービス

• オートスケール

• イメージ

• 仮想サーバインポート

• 仮想サーバエクスポート

共用となるストレージ、ネットワークも通常の仮想サーバと同等の機能が利用できます。

• ストレージ

• ネットワーク

専有仮想サーバ 提供サーバタイプ

専有仮想サーバで提供する仮想サーバタイプは、通常の仮想サーバと同等です。

タイプ名

スタンダードCPU ハイスピードCPU

仮想CPU数 メモリ(GB)

P-1 P2-1 1 0.5

T-1 T2-1 1 1

C-1 C2-1 1 2

C-2 C2-2 2 4

C-4 C2-4 4 8

C-8 C2-8 8 16
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タイプ名

スタンダードCPU ハイスピードCPU

仮想CPU数 メモリ(GB)

C-16 C2-16 16 32

S-1 S2-1 1 4

S-2 S2-2 2 8

S-4 S2-4 4 16

S-8 S2-8 8 32

S-16 S2-16 16 64

M-1 M2-1 1 8

M-2 M2-2 2 16

M-4 M2-4 4 32

M-8 M2-8 8 64

M-16 M2-16 16 128

XM-4 XM2-4 4 128

LM-1 LM2-1 1 16

LM-2 LM2-2 2 32

LM-4 LM2-4 4 64

LM-8 LM2-8 8 128

L-12 L2-12 12 128

L-24 L2-24 24 128

物理ホストプールメニュー

物理ホスト1台につき、以下のリソース量を使用できます。

仮想CPU数 40

メモリ 250GB

専有仮想サーバのタイプを確認して、配備可能な専有仮想サーバ数を見積ります。

物理ホストプールメニューは、基本セットと追加サーバの2つがあります。

• 基本セット「2台構成」

フェイルオーバ用ホストを含んだ物理ホストプールを、お客様専用の仮想サーバの配備先として確保し提供します。専

有仮想サーバを稼働させるアベイラビリティゾーン単位で、基本セット1つの申請が必要です。

• 追加サーバ

システムの需要増などの理由から、稼働可能な専有仮想サーバのキャパシティを増やしたい場合に利用します。利

用中の基本セットと同一のプール内に物理ホストを増設し、提供します。
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図 19 : 物理ホストプールメニューの利用イメージ

利用方法

図 20 : 専有仮想サーバ 利用開始～利用停止までの流れ

注意事項

• 専有仮想サーバを配備できる物理ホストプールは、契約番号（ドメイン）で1つです。

• 物理ホストは専有されますが、配備される専有仮想サーバの性能向上効果は見込めません。

• 物理ホストはほかのお客様と分離されますがネットワークは共有されるため、セキュリティ的に分離することを保証する

ものではありません。通常の仮想サーバと同様にセキュリティグループおよびファイアーウォール機能を使用して、セキュリ

ティを確保してください。

2.1.3 専有仮想サーバリソース [東日本第3／西日本第3]

2.1.3.1 専有仮想サーバ
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

契約番号（ドメイン）単位で専用の物理ホストプールを確保し、仮想サーバを専有して配備する機能を提供します。

- 35 -



確保した物理ホスト上には、ほかのお客様の仮想サーバは配備されません。そのため、コンプライアンスやライセンス管理

の理由などで、物理的にほかのお客様と分離された環境（シングルテナント）が必要なケースに利用できます。

注

ネットワークは共用です。専有できません。

ヒント

ブロックストレージが作成される物理ストレージをお客様専有で利用したい場合は、専有ブロックストレージを

組み合わせて利用できます。

提供機能

仮想サーバの作成時に、専有仮想サーバタイプを利用することによりお客様専用のプールに配備されます。作成した専

有仮想サーバは、通常の仮想サーバと同様にプロジェクト単位で管理します。

専有仮想サーバリソース内の物理ホストマシンのメンテナンス日時を、お客様の都合に合わせて調整することができま

す。

故障時のオートフェイルオーバはリソースプール内で行われます。

通常の仮想サーバのスケールアップ・スケールダウンにおいて、専有仮想サーバタイプを指定した場合、専有環境に配備

されます。また、専有仮想サーバのスケールアップ・スケールダウンにおいて、通常の仮想サーバタイプを指定した場合、

共有環境に配備されます。

図 21 : 専有仮想サーバの作成
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注

• 専有仮想サーバリソースプール内の特定の物理ホストを指定して、配備することはできません。

• 専有仮想サーバリソースプールに配備可能なリソースは、仮想サーバとして作成できるものになります。ロー

ドバランサー、VPN(SSL-VPN)、データベースなど、サービス提供しているものを専有仮想サーバリソース

プール内に配備することはできません。

• 仮想サーバに関する以下のプロジェクト内での制限値については、共有環境と専有環境で区別されませ

ん。プロジェクト内で共有環境と専有環境の両方に仮想サーバを作成した場合は、合算値で制限値まで

となります。

• 仮想サーバ数

• 仮想CPU数

• メモリ容量

• サーバグループ機能のSoft-Affinityポリシーが設定されている仮想サーバは、専有環境と共有環境の移

動が発生するようなスケールアップ・スケールダウンを実施すると、異なる物理ホスト上に配備されます。

作成済みの専有仮想サーバに対しては、通常の仮想サーバと同等のコンピュート機能を提供します。

• コンピュート

• 仮想サーバ

• 仮想サーバの作成／削除

• プロビジョニングスクリプト機能

• 仮想サーバのスケールアップ、スケールダウン

• 仮想サーバの起動／停止

• 仮想サーバの解放／復元

• 仮想サーバの再起動

• サーバグループ機能

• ブロックストレージのアタッチ／デタッチ

• ポートの接続／接続解除

• キーペア管理機能

• コンソールログ参照

• リモートコンソール機能

• OS提供サービス

• ソフトウェアサポートサービス

• オートスケール

• イメージ

• 仮想サーバインポート

• 仮想サーバエクスポート

共用となるストレージ、ネットワークも通常の仮想サーバと同等の機能が利用できます。

• ストレージ

• ネットワーク

専有仮想サーバリソースプール

専有仮想サーバで提供するお客様の専用環境は、複数の物理ホストからなるリソースプールという形で提供されます。

リソースプールタイプには以下があります。同一リソースタイプを複数セット利用することで、プール内のリソースを増やすこ

とができます。

表 7 : スタンダードCPUタイプ(DS1)
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項目 内容

利用可能仮想サーバタイプ 専有仮想サーバ スタンダードCPUタイプ

提供単位 リソース

1リソースあたりの物理サーバ数 6台 (故障予備を含まず)

1リソースあたりの最大仮想CPU数 (※1、※2) 288

1リソースあたりの最大メモリ数(GB) (※1) 672

※1：1リソース内に含まれる複数物理サーバで提供されるリソースの合算値(最大値)であり、配備される仮想サーバの

組み合わせによっては最大数までご利用できない場合があります。

※2：仮想CPUについては、CPUオーバーコミット(3倍)での提供となります。

表 8 : ハイスピードCPUタイプ (DH1)

項目 内容

利用可能仮想サーバタイプ 専有仮想サーバ ハイスピードCPUタイプ

提供単位 リソース

1リソースあたりの物理サーバ数 5台 (故障予備を含まず)

1リソースあたりの最大仮想CPU数 (※1、※2) 540

1リソースあたりの最大メモリ数(GB)(※1) 2480

※1：1リソース内に含まれる複数物理サーバで提供されるリソースの合算値(最大値)であり、配備される仮想サーバの

組み合わせによっては最大数までご利用できない場合があります。

※2：仮想CPUについては、CPUオーバーコミット(3倍)での提供となります。

図 22 : 専有仮想サーバの利用イメージ

• 専有仮想サーバリソースプールの提供はリソース単位となります。 物理ホスト単位での提供はできません。

• 専有仮想サーバリソースプールは、ドメイン内のすべてのプロジェクト間で共用となります。

• お客様がご利用いただける物理ホストとは別に、基盤側で故障対応用の予備物理ホストを保持し、可用性を担保

します。

注

サーバグループ機能のAnti-Affinityポリシーを設定する場合は、リソースプール内の物理サーバ台数を超える

仮想サーバを配備できません。
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専有仮想サーバ タイプ

専有仮想サーバタイプを指定して仮想サーバを作成するには、お客様専用の専有仮想サーバリソースプールが必要で

す。

専有仮想サーバで提供する仮想サーバタイプは以下のとおりです。

• スタンダードCPU：仮想CPUは、1.3 ～2.1GHz相当

• ハイスピードCPU：仮想CPUは、2.6GHz相当

表 9 : スタンダードCPUタイプ

タイプ名 仮想CPU数 ソケット数 メモリ(GB)

P3-1.d 1 1 0.5

T3-1.d 1 1 1

C3-1.d 1 1 2

C3-2.d 2 2 4

C3-4.d 4 4 8

C3-6S.d 6 1 12

C3-8.d 8 8 16

C3-10S.d 10 1 20

C3-12S.d 12 1 24

C3-14S.d 14 1 28

C3-16.d 16 16 32

S3-1.d 1 1 4

S3-2.d 2 2 8

S3-4.d 4 4 16

S3-6S.d 6 1 24

S3-8.d 8 8 32

S3-8S.d 8 2 32

S3-10S.d 10 1 40

S3-12S.d 12 1 48

S3-14S.d 14 1 56

S3-16.d 16 16 64

S3-16S.d 16 4 64

M3-1.d 1 1 8

M3-2.d 2 2 16

M3-4.d 4 4 32

M3-6S.d 6 1 48

M3-8.d 8 1 64

M3-8S.d 8 2 64

表 10 : ハイスピードCPUタイプ
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タイプ名 仮想CPU数 ソケット数 メモリ(GB)

C4-1S.d 1 1 2

C4-2S.d 2 1 4

C4-4S.d 4 1 8

C4-6S.d 6 1 12

C4-8S.d 8 1 16

C4-10S.d 10 1 20

C4-12S.d 12 1 24

C4-14S.d 14 1 28

C4-16S.d 16 1 32

C4-20S.d 20 2 40

C4-24S.d 24 2 48

C4-28S.d 28 2 56

C4-32S.d 32 2 64

S4-1S.d 1 1 4

S4-2S.d 2 1 8

S4-4S.d 4 1 16

S4-6S.d 6 1 24

S4-8S.d 8 1 32

S4-10S.d 10 1 40

S4-12S.d 12 1 48

S4-14S.d 14 1 56

S4-16S.d 16 1 64

S4-20S.d 20 2 80

S4-24S.d 24 2 96

S4-28S.d 28 2 112

S4-32S.d 32 2 128

M4-1S.d 1 1 8

M4-2S.d 2 1 16

M4-4S.d 4 1 32

M4-6S.d 6 1 48

M4-8S.d 8 1 64

M4-10S.d 10 1 80

M4-12S.d 12 1 96

M4-14S.d 14 1 112

M4-16S.d 16 1 128

M4-20S.d 20 2 160

M4-24S.d 24 2 192
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タイプ名 仮想CPU数 ソケット数 メモリ(GB)

M4-28S.d 28 2 224

M4-32S.d 32 2 256

LM4-1S.d 1 1 16

LM4-2S.d 2 1 32

LM4-4S.d 4 1 64

LM4-6S.d 6 1 96

LM4-8S.d 8 1 128

LM4-10S.d 10 1 160

LM4-12S.d 12 1 192

LM4-14S.d 14 1 224

LM4-16S.d 16 1 256

LM4-20S.d 20 2 320

LM4-24S.d 24 2 384

XM4-1S.d 1 1 32

XM4-2S.d 2 1 64

XM4-4S.d 4 1 128

XM4-6S.d 6 1 192

XM4-8S.d 8 1 256

XM4-10S.d 10 1 320

XM4-12S.d 12 1 384

DM4-1S.d 1 1 48

DM4-2S.d 2 1 96

DM4-4S.d 4 1 192

DM4-6S.d 6 1 288

DM4-8S.d 8 1 384

HM4-1S.d 1 1 64

HM4-2S.d 2 1 128

HM4-4S.d 4 1 256

HM4-6S.d 6 1 384

L4-12S.d 12 1 128

L4-24S.d 24 2 128
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利用方法

専有仮想サーバの使用量を算出する方法は、専有仮想サーバリソース/専有ブロックストレージの使用量算出を参照

してください。

図 23 : 専有仮想サーバ 利用開始～利用停止までの流れ

注意事項

• 専有仮想サーバを配備できるリソースプールは、各ドメイン、各リージョンでリソースプールタイプごとに１つまでです。スタ

ンダードCPUタイプ と ハイスピードCPUタイプ のリソースプールを両方ご利用いただくことは可能です。

• お客様のリソースプールに追加したリソースを削減することはできません。

• 専有仮想サーバは、物理ホストは専有されますが、配備される仮想サーバの性能向上を保障するものではありませ

ん。

2.1.4 OS提供サービス

2.1.4.1 OS提供サービス
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバのOSを提供します。IaaSが提供するOS種別、エディション、バージョンは順次追加予定です。

OS提供サービス

仮想サーバのOSとして、以下のラインナップを提供します。仮想サーバ作成時に、使用するOSイメージを選択してくださ

い。

注

• 配備済みの仮想サーバに対して、月額料金と従量料金の切り替えはできません。仮想サーバ配備時に、

月額料金または従量料金のイメージを選択して利用してください。

• Windowsの従量料金のイメージを利用する場合、ソフトウェアサポートサービスを受けることができません。

• Red Hat Enterprise Linuxのイメージを利用する場合、AUSとAUS以外の変更はできません。変更する

場合は、利用したいOSイメージから仮想サーバを再作成してください。

表 11 : 提供するOS環境
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提供リージョン種別 提供OS

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Windows Server 2012 SE 64bit 日本語版 ◯

Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Windows Server 2019 SE 64bit 日本語版 ◯

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 英語版 ◯ ◯

Windows 
月額料金

Windows Server 2016 SE 64bit 英語版 ◯ ◯

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Windows Server 2019 SE 64bit 日本語版 ◯

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 英語版 ◯

Windows

従量料金

Windows Server 2016 SE 64bit 英語版 ◯

Red Hat Enterprise Linux 6.10 ELS 64bit (English) ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 7.6 AUS 64bit (English)（※1） ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 7.7 AUS 64bit (English)（※1） ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 7.9 64bit (English) ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 8.2 AUS 64bit (English)（※1） ◯

Red Hat Enterprise Linux 8.4 AUS 64bit (English)（※1） ◯

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit (English) ◯

Red Hat Enterprise Linux 8.6 AUS 64bit (English)（※1） ◯

Red Hat Enterprise Linux 8.7 64bit (English) ◯

CentOS 7.9 64bit (English) ◯ ◯

Rocky Linux 8.5 64bit (English) ◯

Rocky Linux 8.7 64bit (English) ◯

Ubuntu Server 18.04 LTS (English) ◯ ◯

Ubuntu Server 20.04 LTS (English) ◯ ◯

Red Hat OpenShift Container Platform 3.6（ノード） ◯

Red Hat OpenShift Container Platform 3.6（マスタ） ◯

Red Hat OpenShift Container Platform 3.9（ノード） ◯ ◯

Red Hat OpenShift Container Platform 3.9（マスタ） ◯ ◯

Red Hat OpenShift Container Platform 3.11（ノード） ◯

Linux

月額料金

Red Hat OpenShift Container Platform 3.11（マスタ） ◯
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提供リージョン種別 提供OS

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

Red Hat OpenShift Container Platform 4.5（ワーカー）（

RHEL）

◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.8（ワーカー）（

CoreOS）

◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.8（マスタ） ◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.9（ワーカー）（

CoreOS）

◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.9（ワーカー）（

RHEL）

◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.9（マスタ） ◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.10（ワーカー）（

CoreOS）

◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.10（マスタ） ◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.11（ワーカー）（

CoreOS）

◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.11（マスタ） ◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.12（ワーカー）（

CoreOS）

◯

Red Hat OpenShift Container Platform 4.12（マスタ） ◯

Red Hat Enterprise Linux 7.7 AUS 64bit (English)（※1） ◯

Red Hat Enterprise Linux 7.9 64bit (English) ◯

Red Hat Enterprise Linux 8.2 AUS 64bit (English)（※1） ◯

Red Hat Enterprise Linux 8.4 AUS 64bit (English)（※1） ◯

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit (English) ◯

Red Hat Enterprise Linux 8.6 AUS 64bit (English)（※1） ◯

Linux

従量料金

Red Hat Enterprise Linux 8.7 64bit (English) ◯

※1：AUS（AMC Update Support）とは、Red Hatがサービス対象とする特定のマイナーリリースに対して、Red Hatの
発表から最大6年、重大障害修正とセキュリティ修正を提供するサービスです。

- 44 -



注

パスワードポリシーに関する注意事項

以下のパスワードポリシーが設定されているOSについては、そのポリシーを満たすパスワード文字列を設定し

てください。パスワードの設定は成功しても、そのパスワードを使用したログインができなくなります。

• Windows Serverのパスワードは、以下の複雑さの要件を満たす必要があります。

• 6文字以上

• 以下の4つのカテゴリーのうち、最低3つのカテゴリーから1文字ずつ使用する

1. 英大文字 （A ～ Z）

2. 英小文字 （a ～ z）

3. 10進数の数字 （0 ～ 9）

4. アルファベット以外の文字 （！、$、#、%など）

• 表 11 : 提供するOS環境内のWindows Serverのパスワードポリシーは、デフォルト値から以下の項目が

変更されています。

表 12 : パスワードポリシー デフォルト値からの変更項目と内容

ポリシー デフォルト値からの変更内容

パスワードの長さ 8文字以上

アカウントのロックアウトのしきい値 10回のログオンに失敗

ロックアウトカウンターのリセット 30分後

ロックアウト期間 30分

Windows OSに関する注意事項

• Cloudbase-initのバージョン1.1.2以降がインストールされているWindows OSの仮想サーバの場

合、Cloudbase-initによる初期設定を反映するため、必ず初回ログイン後に仮想サーバを再起動してくだ

さい。

• Windows OSの仮想サーバにおけるAdministratorユーザーは無効化されています。 Windows OSの仮

想サーバにおいて、Administratorユーザーを使用したい場合は、Administratorユーザーを有効化してく

ださい。以下にAdministratorユーザーを有効化する手順例を示します。

1. [コンピュータの管理]を起動

デスクトップ画面で[Windows]ロゴボタンを右クリックして、[コンピュータの管理]を選択します。

2. Administratorユーザーのプロパティ画面を表示

[コンピュータの管理]画面で、[システム ツール] > [ローカル ユーザーとグループ] > [ユーザー]を選択しま

す。 表示されたユーザーの中から[Administrator]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。

3. Administratorユーザーの有効化

[アカウントを無効にする]のチェックを外し、[OK]を選択します。

なお、Administratorユーザーを有効化した場合は、お客様にてAdministratorユーザのパスワードを設定

し、設定したパスワードでログインできることを確認してください。

• Windows OSの機能の一部には、IaaSではサポート対象外や制限になるものがあります。

詳細は、「Microsoft製品利用時の注意事項」を参照してください。

Linux OSに関する注意事項

• Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Rocky Linux, Ubuntuを利用する仮想サーバのシングルユー

ザーモードは、サポートしません。

Microsoft製品を持ち込む場合の注意事項

Microsoft製品を持ち込む場合は、 「Microsoft製品持込時の注意事項」を参照してください。
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ヒント

• Red Hat Enterprise Linuxは、FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-Oで提供されるRed Hat
Update Infrastructureだけが利用できます。

利用については、「Red Hat Update Infrastructure 3.0の利用手順」を参照してください。

• Red Hat OpenShift Container Platform 3.x の利用手順については、IaaS RHOCP3スタートガイ

ドを参照してください。

• Red Hat OpenShift Container Platform 4.x の利用手順については、IaaS RHOCP4スタートガイ

ドを参照してください。

OSのDNSサーバ設定

OSからインターネット上の名前解決をするには共通ネットワークサービスを参照します。仮想サーバを作成したリージョン

およびアベイラビリティゾーンに対応するネームサーバ情報を、設定してください。

使用できない、仮想サーバタイプとOSの組み合わせ

以下の表に示す仮想サーバタイプとOSの組み合わせは、OSの動作要件を満たさないため、使用できません。

なお、専有仮想サーバを使う場合は、例えば"P3-1.d"のように、サーバタイプ名に".d"が付きます。 ".d"が付加された専

有仮想サーバも、以下の対象となります。

表 13 : OS動作不可となる仮想サーバタイプ 組み合わせ一覧

OS種別 提供OS 動作不可となる仮想サーバタイプ

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 日本語版 P-1, P2-1, P3-1

Windows Server 2008 R2 EE SP1 64bit 日本語版 P-1, P2-1, P3-1

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版 P-1, P2-1, P3-1

Windows Server 2012 SE 64bit 日本語版 P-1, P2-1, P3-1

Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版 P-1, P2-1, P3-1, T-1, T2-1, T3-1

Windows Server 2019 SE 64bit 日本語版 P-1, P2-1, P3-1, T-1, T2-1, T3-1

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 英語版 P-1, P2-1, P3-1

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 英語版 P-1, P2-1, P3-1

Windows

Windows Server 2016 SE 64bit 英語版 P-1, P2-1, P3-1, T-1, T2-1, T3-1

Red Hat Enterprise Linux 6.x 64bit (English)（xは

数字）

P-1, P2-1, P3-1

Red Hat Enterprise Linux 7.x 64bit (English)（xは

数字）

P-1, P2-1, P3-1

Red Hat Enterprise Linux 8.x 64bit (English)（xは

数字）

P-1, P2-1, P3-1, T-1, T2-1, T3-1

CentOS 6.x 64bit (English)（xは数字） P-1, P2-1, P3-1

CentOS 7.x 64bit (English)（xは数字） P-1, P2-1, P3-1

CentOS 8.x 64bit (English)（xは数字） P-1, P2-1, P3-1, T-1, T2-1, T3-1

Rocky Linux 8.x 64bit (English)（xは数字） P-1, P2-1, P3-1, T-1, T2-1, T3-1

Ubuntu Server 14.04 LTS (English) なし

Linux

Ubuntu Server 16.04 LTS (English) なし
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OS種別 提供OS 動作不可となる仮想サーバタイプ

Ubuntu Server 18.04 LTS (English) なし

Ubuntu Server 20.04 LTS (English) P-1, P2-1, P3-1

Red Hat OpenShift Container Platform 3.6（ノード） S-1, P-1, T-1, C-1, C-2, S2-1, 
P2-1, T2-1, C2-1, C2-2

Red Hat OpenShift Container Platform 3.6（マスタ） S-1, S-2, M-1, P-1, T-1, C-1, C-
2, C-4, LM-1, S2-1, S2-2, M2-1, 
P2-1, T2-1, C2-1, C2-2, C2-4, 
LM2-1, LM2-2

Red Hat OpenShift Container Platform 3.9（ノード） S-1, P-1, T-1, C-1, C-2, S2-1, 
P2-1, T2-1, C2-1, C2-2, S3-1, 
P3-1, T3-1, C3-1, C3-2

Red Hat OpenShift Container Platform 3.9（マスタ） S-1, P-1, T-1, C-1, C-2, S2-1, 
P2-1, T2-1, C2-1, C2-2, S3-1, 
P3-1, T3-1, C3-1, C3-2

Red Hat OpenShift Container Platform 3.11（ノー

ド）

S3-1, P3-1, T3-1, C3-1, C3-2, 
C4-1S, S4-1S, C4-2S

Red Hat OpenShift Container Platform 3.11（マス

タ）

S3-1, P3-1, T3-1, C3-1, C3-2, 
C4-1S, S4-1S, C4-2S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.5（ワー

カー）（RHEL）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.8（ワー

カー）（CoreOS）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.8（マスタ） P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.9（ワー

カー）（CoreOS）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.9（ワー

カー）（RHEL）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.9（マスタ） P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.10（ワー

カー）（CoreOS）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S
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OS種別 提供OS 動作不可となる仮想サーバタイプ

Red Hat OpenShift Container Platform 4.10（マス

タ）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.11（ワー

カー）（CoreOS）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.11（マス

タ）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.12（ワー

カー）（CoreOS）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

Red Hat OpenShift Container Platform 4.12（マス

タ）

P3-1,T3-1,C3-1,S3-1,M3-1,C3-
2,C4-1S,S4-1S,M4-1S,LM4-1S,
XM4-1S,C4-2S,DM4-1S,HM4-
1S

注

• OSによっては、最大ソケット数（CPU数）および最大メモリサイズが、制限されている場合があります。その

ため、OSが動作可能な仮想サーバタイプを選択した場合でも、CPUリソース、メモリをOSとして使い切れ

ない場合があります。

• P-1/P2-1/P3-1の仮想サーバタイプで作成したUbuntu Server 20.04の仮想サーバを、Ubuntu Server
20.04.1以降のバージョンへアップデートする場合、メモリが1GB以上の仮想サーバタイプに変更してから実

施してください。

制限のある、仮想サーバタイプとOSの組み合わせ

以下の表に示す仮想サーバタイプとOSの組み合わせは、OSの制限により仮想サーバタイプ のリソースをすべて使用す

ることができません。

なお、専有仮想サーバを使う場合は、例えば"S3-1.d"のように、サーバタイプ名に".d"が付きます。 ".d"が付加された専

有仮想サーバも、以下の対象となります。

表 14 : 制限のある仮想サーバタイプ 組み合わせ一覧
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OS種別 提供OS 制限 仮想サーバタイプ

仮想CPUが4つまでし

か使用できません

S-8, S-16, M-8, M-16, C-8, C-16, LM-8, L-
12, L-24
S2-8, S2-16, M2-8, M2-16, C2-8, C2-16, 
LM2-8, L2-12, L2-24
S3-8, S3-16, M3-8, M3-16, C3-8, C3-16
S3-6S, S3-8S, S3-10S, S3-12S, S3-14S, 
S3-16S, M3-6S, M3-8S, C3-6S, C3-10S, 
C3-12S, C3-14S
S4-6S, S4-8S, S4-10S, S4-12S, S4-14S, 
S4-16S, S4-20S, S4-24S, S4-28S, S4-
32S,M4-6S, M4-8S, M4-10S, M4-12S, M4-
14S, M4-16S, M4-20S, M4-24S, M4-28S, 
M4-32S,C4-6S, C4-8S, C4-10S, C4-12S, 
C4-14S, C4-16S, C4-20S, C4-24S, C4-
28S, C4-32S,LM4-6S, LM4-8S, LM4-10S, 
LM4-12S, LM4-14S, LM4-16S, LM4-20S, 
LM4-24S, XM4-6S, MX4-8S, XM4-10S, 
XM4-12S, DM4-6S, DM4-8S, HM4-6S, L4-
12S, L4-24S

Windows Server 
2008 R2 SE

メモリが32GBまでしか

使用できません

S-16, M-8, M-16, XM-4, LM-4, LM-8, L-
12, L-24
S2-16, M2-8, M2-16, XM2-4, LM2-4, LM2-
8, L2-12, L2-24
S3-10S, S3-12S, S3-14S, S3-16, M3-8
S3-16S, M3-6S, M3-8S
S4-10S, S4-12S, S4-14S, S4-16S, S4-
20S, S4-24S,S4-28S, S4-32S,  M4-6S, 
M4-8S, M4-10S, M4-12S, M4-14S, M4-
16S,M4-20S, M4-24S, M4-28S, M4-32S, 
 C4-20S, C4-24S,C4-28S, C4-32S,  LM4-
4S, LM4-6S, LM4-8S, LM4-10S, LM4-
12S, LM4-14S, LM4-16S, LM4-20S, LM4-
24S, XM4-2S, XM4-4S,XM4-6S, XM4-8S, 
XM4-10S, XM4-12S, DM4-1S, DM4-2S, 
DM4-4S, DM4-6S, DM4-8S, HM4-6S, L4-
12S, L4-24S

Windows

Windows Server 
2008 R2 EE

仮想CPUが8つまでし

か使用できません

S-16, M-16, C-16, L-12, L-24
S2-16, M2-16, C2-16, L2-12, L2-24
S3-16, M3-16, C3-16
C3-10S, C3-12S, C3-14S, S3-10S, S3-
12S, S3-14S, S3-16S
S4-10S, S4-12S, S4-14S, S4-16S, S4-
20S, S4-24S,S4-28S, S4-32S,  M4-10S, 
M4-12S, M4-14S, M4-16S,  M4-20S, M4-
24S, M4-28S, M4-32S,C4-10S, C4-12S, 
C4-14S, C4-16S, C4-20S, C4-24S,C4-
28S, C4-32S, LM4-10S, LM4-12S, LM4-
14S, LM4-16S, LM4-20S, LM4-24S, XM4-
10S, XM4-12S,  L4-12S, L4-24S
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関連概念

ソフトウェアサポートサービス

2.1.4.2 OSパッチ／アップデート設定
[対象リージョン：全リージョン]

作成する仮想サーバのOSに対し、パッチおよびアップデートを適用するための設定について説明します。

注

仮想サーバからパッチおよびアップデートが提供されるリポジトリに接続するため、事前に、以下のネットワーク

設定を実施しておいてください。

• FJcloud-O以外のネットワークとの接続

• ファイアーウォール

• セキュリティグループ設定

キー管理サービス(KMS)による認証設定

Windows ServerのKMSによるライセンス認証方法については、以下の「Windows KMS認証用設定ファイル」を参

照してください。

https://doc.cloud.global.fujitsu.com/jp/iaas/index.html

Windows Server Update Serviceの設定

Windows ServerへのWSUS設定方法については、WSUS (Windows Server Update Services) サーバへの接

続手順を参照してください。

Red Hat Update Infrastructureの設定

Red Hat Enterprise LinuxへのRHUI設定方法については、Red Hat Update Infrastructure 3.0の利用手順を参

照してください。

Red Hat Satellite Serverの設定

Red Hat OpenShift Container Platformを使用するにあたり、パッチ配布をするサービスRed Hat Satelliteを利用

することができます。利用にあたっての接続手順については、 IaaS RHOCP3スタートガイド、またはIaaS RHOCP4ス

タートガイドを参照してください。

関連概念

共通ネットワークサービス

ネットワークから利用可能な、以下の共通ネットワークサービスを提供します。

2.1.4.3 RHEL6.x / CentOS 6.x の日本語化設定
[対象リージョン：全リージョン]

サービスが提供する英語版Linux OSイメージを使って作成した仮想サーバを、日本語化することができます。

対象OS：

• Red Hat Enterprise Linux 6.x 64bit (English)（xは数字）

• CentOS 6.x 64bit (English)（xは数字）

日本語化したい仮想サーバにログインし、以下の設定を行ってください。

タイムゾーンの設定

タイムゾーン設定を"Asia/Tokyo"に変更します。

1. /etc/sysconfig/clock内のタイムゾーン設定を、以下のように編集します。

ZONE="Asia/Tokyo"

2. /etc/localtimeを、以下のコマンドで上書きコピーします。

# cp -f /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime
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システムクロックの確認

以下のコマンドを実行し、表示されるシステムクロックが"UTC"であることを確認します。

# cat /etc/adjtime
0.000069 1423210340 0.000000
1423210340
UTC

言語の変更

/etc/sysconfig/i18n内の言語設定を、以下のように編集します。

LANG="ja_JP.UTF-8"

キーボードの変更

/etc/sysconfig/keyboardを、以下のように編集します。

KEYTABLE="jp106"
MODEL="jp106"
LAYOUT="jp"
KEYBOARDTYPE="pc"

変更した設定の反映

すべての変更が完了したら仮想サーバを一度シャットダウンし、「SHUTOFF」状態になったことを確認後、起動します。

重要

再起動では設定が反映されないことがあるため、必ずシャットダウンしてから起動してください。

2.1.4.4 RHEL7.x / CentOS 7.x / RHOCP3.x / RHOCP4.x の日本語化設
定

[対象リージョン：全リージョン]

サービスが提供する英語版Linux OSイメージを使って作成した仮想サーバを、日本語化することができます。

対象OS：

• Red Hat Enterprise Linux 7.x 64bit (English)（xは数字）

• CentOS 7.x 64bit (English)（xは数字）

• Red Hat OpenShift Container Platform 3.x（xは数字）

• Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（ワーカー）（RHEL）（xは数字）

日本語化したい仮想サーバにログインし、以下の設定を行ってください。

タイムゾーンの設定

タイムゾーン設定を"Asia/Tokyo"に変更します。

1. 以下のコマンドを実行します。

# timedatectl set-timezone Asia/Tokyo

2. 正しく設定されたかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

# timedatectl status
      Local time: Mon 2016-08-01 18:57:37 JST
  Universal time: Mon 2016-08-01 09:57:37 UTC
        RTC time: Mon 2016-08-01 09:57:36
       Time zone: Asia/Tokyo (JST, +0900)
     NTP enabled: yes
NTP synchronized: no
 RTC in local TZ: no
      DST active: n/a

言語の変更

以下のコマンドを実行します。
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# localectl set-locale LANG=ja_JP.UTF-8

キーボードの変更

1. 以下のコマンドを実行します。

# localectl set-keymap jp106

2. 正しく設定されたかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

# localectl status
   System Locale: LANG=ja_JP.UTF-8
       VC Keymap: jp106
      X11 Layout: jp
       X11 Model: jp106

変更した設定の反映

すべての変更が完了したら仮想サーバを一度シャットダウンし、「SHUTOFF」状態になったことを確認後、起動します。

重要

再起動では設定が反映されないことがあるため、必ずシャットダウンしてから起動してください。

2.1.4.5 RHEL8.x / CentOS 8.x  / Rocky Linux 8.xの日本語化設定
[対象リージョン：全リージョン]

サービスが提供する英語版Linux OSイメージを使って作成した仮想サーバを、日本語化することができます。

対象OS：

• Red Hat Enterprise Linux 8.x 64bit (English)（xは数字）

• CentOS 8.x 64bit (English)（xは数字）

• Rocky Linux 8.x 64bit (English)（xは数字）

日本語化したい仮想サーバにログインし、RHEL7.x / CentOS 7.x / RHOCP3.x / RHOCP4.x の日本語化設定と

同じ設定を行ってください。

ただし、Red Hat Enterprise Linux 8.x 64bit (English)（xは数字）の場合は、RHEL7.x / CentOS 7.x /
RHOCP3.x / RHOCP4.x の日本語化設定と同じ設定に加えて、glibc-langpack-jaパッケージ、またはglibc-all-
langpacksパッケージのインストールを行ってください。

2.1.5 ソフトウェア提供サービス

2.1.5.1 ソフトウェア提供サービス
[対象リージョン：全リージョン]

ソフトウェアがインストールされた仮想サーバを提供します。なお、ここに記載されている仮想サーバタイプは、専有仮想

サーバを使う場合、例えば"T3-1.d"のようにサーバタイプ名に".d"が付きます。 ".d"が付加された専有仮想サーバも対

象です。

提供されるソフトウェア

表 15 : ソフトウェア提供サービス
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提供リージョンソフトウェア 提供バージョン

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Microsoft SQL Server 2014 EE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 英語版 ◯ ◯

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 英語版 ◯ ◯

Microsoft SQL 
Server

Microsoft SQL Server 2019 SE 64bit 日本語版 ◯

注

Windows Server OSの機能の一部には、IaaSではサポート対象外や制限になるものがあります。詳細

は、「Microsoft製品利用時の注意事項」を参照してください。

使用できない、仮想サーバタイプとソフトウェアの組み合わせ

以下の表に示す仮想サーバタイプとソフトウェアの組み合わせは、ソフトウェアの動作要件を満たさないため、使用できま

せん。

表 16 : ソフトウェア動作不可の仮想サーバタイプ 組み合わせ一覧

ソフトウェア 提供バージョン 動作不可となる仮想サーバタイプ

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 日本

語版

P-1, P2-1, P3-1

Microsoft SQL Server 2014 EE 64bit 日本

語版

P-1, P2-1, P3-1

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 英語

版

P-1, P2-1, P3-1

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 日本

語版

P-1, P2-1, P3-1

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 英語

版

P-1, P2-1, P3-1

Microsoft SQL 
Server

Microsoft SQL Server 2019 SE 64bit 日本

語版

P3-1

注

OSによっては、最大ソケット数（CPU数）および最大メモリサイズが、制限されている場合があります。そのた

め、OSが動作可能な仮想サーバタイプを選択した場合でも、CPUリソース、メモリをOSとして使い切れない

場合があります。

以下の表に示す仮想サーバタイプは、ソフトウェアの仕様により、ソケット数および仮想CPU数に制限があります。

選択した仮想サーバタイプによっては、仮想CPU性能を十分に利用できない場合があります。

表 17 : 使用できる仮想CPU数に制限がある仮想サーバタイプ
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ソフトウェア 提供バージョン 制限 仮想サーバタイプ

Microsoft SQL Server 2008 SE SP4 
64bit 日本語版

Microsoft SQL Server 2008 R2 SE 
SP3 64bit 日本語版

仮想CPUが

4個までに制限

S-8, S-16, M-8, M-16, C-8, C-
16, LM-8, L-12, L-24
S2-8, S2-16, M2-8, M2-16, C2-
8, C2-16, LM2-8, L2-12, L2-24
S3-6S, S3-8, S3-8S, S3-16, 
S3-10S, S3-12S, S3-14S, S3-
16S, M3-6S, M3-8, M3-8S, C3-
6S, C3-8, C3-10S, C3-12S, C3-
14S, C3-16
S4-6S, S4-8S, S4-10S, S4-
12S, S4-14S, S4-16S, S4-20S, 
S4-24S, S4-28S, S4-32S,M4-
6S, M4-8S, M4-10S, M4-12S, 
M4-14S, M4-16S,M4-20S, M4-
24S, M4-28S, M4-32S, C4-6S, 
C4-8S, C4-10S, C4-12S, C4-
14S, C4-16S, C4-20S, C4-24S,
C4-28S, C4-32S,  LM4-6S, 
LM4-8S, LM4-10S, LM4-12S, 
LM4-14S, LM4-16S, LM4-20S, 
LM4-24S, XM4-6S, XM4-8S, 
XM4-10S, XM4-12S, DM4-6S, 
DM4-8S, HM4-6S, L4-12S, L4-
24S

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit
日本語版

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit
英語版

ソケット数が

4個、または仮

想CPUが16個

のどちらか小さ

いほうに制限

S-8, S-16, M-8, M-16, C-8, C-
16, LM-8, L-12, L-24
S2-8, S2-16, M2-8, M2-16, C2-
8, C2-16, LM2-8, L2-12, L2-24
S3-8, S3-16, M3-8, C3-8, C3-16
S4-20S, S4-24S,S4-28S, S4-
32S, M4-20S, M4-24S, M4-
28S, M4-32S,  C4-20S, C4-
24S,  C4-28S, C4-32S, LM4-
20S, LM4-24S, L4-24S

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit
日本語版

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit
英語版

ソケット数が

4個、または仮

想CPUが24個

のどちらか小さ

いほうに制限

S-8, S-16, M-8, M-16, C-8, C-
16, LM-8, L-12, L-24
S2-8, S2-16, M2-8, M2-16, C2-
8, C2-16, LM2-8, L2-12, L2-24
S3-8, S3-16, M3-8, C3-8, C3-16
S4-28S, S4-32S, M4-28S, M4-
32S, C4-28S, C4-32S

Microsoft 
SQL Server

Microsoft SQL Server 2019 SE 64bit
日本語版

ソケット数が

4個、または仮

想CPUが24個

のどちらか小さ

いほうに制限

S3-8, S3-16, M3-8, C3-8, C3-16
S4-28S, S4-32S, M4-28S, M4-
32S, C4-28S, C4-32S

必要なライセンス数について

表 18 : 仮想サーバタイプ別 必要ライセンス数一覧
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ソフトウェア 仮想サーバタイプ名 必要ライセンス数

T-1 / T2-1 / T3-1 1

C-1 / C2-1 / C3-1 / C4-1S 1

C-2 / C2-2 / C3-2 / C4-2S 1

C-4 / C2-4 / C3-4 / C4-4S 1

C3-6S / C4-6S 2

C-8 / C2-8 / C3-8 / C4-8S 2

C3-10S / C4-10S 3

C3-12S / C4-12S 3

C3-14S / C4-14S 4

C-16 / C2-16 /  C3-16  / C4-16S 4

C4-20S 5

C4-24S 6

C4-28S 7

C4-32S 8

S-1 / S2-1 / S3-1 / S4-1S 1

S-2 / S2-2 / S3-2 / S4-2S 1

S-4 / S2-4 / S3-4 / S4-4S 1

S3-6S / S4-6S 2

S-8 / S2-8 / S3-8 / S3-8S / S4-8S 2

S3-10S / S4-10S 3

S3-12S / S4-12S 3

S3-14S / S4-14S 4

S-16 / S2-16 / S3-16 / S3-16S / S4-16S 4

S4-20S 5

S4-24S 6

S4-28S 7

S4-32S 8

M-1 / M2-1 / M3-1 / M4-1S 1

M-2 / M2-2 / M3-2 / M4-2S 1

M-4 / M2-4 / M3-4 / M4-4S 1

M3-6S / M4-6S 2

M-8 / M2-8 / M3-8 / M3-8S / M4-8S 2

M4-10S 3

M4-12S 3

M4-14S 4

M-16 / M2-16 / M4-16S 4

Microsoft SQL Server

M4-20S 5
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ソフトウェア 仮想サーバタイプ名 必要ライセンス数

M4-24S 6

M4-28S 7

M4-32S 8

XM4-1S 1

XM4-2S 1

XM-4 / XM2-4 / XM4-4S 1

XM4-6S 2

XM4-8S 2

XM4-10S 3

XM4-12S 3

LM-1 / LM2-1 / LM4-1S 1

LM-2 / LM2-2 / LM4-2S 1

LM-4 / LM2-4 / LM4-4S 1

LM4-6S 2

LM-8 / LM2-8 / LM4-8S 2

LM4-10S 3

LM4-12S 3

LM4-14S 4

LM4-16S 4

LM4-20S 5

LM4-24S 6

DM4-1S / DM4-2S / DM4-4S 1

DM4-6S / DM4-8S 2

HM4-1S / HM4-2S / HM4-4S 1

HM4-6S 2

L-12 / L2-12 / L4-12S 3

L-24 / L2-24 / L4-24S 6

利用方法

以下のソフトウェア搭載イメージから、利用したいイメージを選択して仮想サーバを作成します。

表 19 : ソフトウェア提供サービス イメージ一覧

イメージ名 搭載されているOS・ソフトウェア

Windows Server 2012 R2 
SE + SQL Server 2014 SE (
Japanese) 

OS：Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版

ソフトウェア：Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 日本語版

Windows Server 2012 R2 
SE + SQL Server 2014 EE (
Japanese) 

OS：Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版

ソフトウェア：Microsoft SQL Server 2014 EE 64bit 日本語版
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イメージ名 搭載されているOS・ソフトウェア

Windows Server 2012 R2 SE + 
SQL Server 2014 SE (English)

OS：Windows Server 2012 R2 SE 64bit 英語版

ソフトウェア：Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 英語版

Windows Server 2016 SE
+ SQL Server 2016 SE (
Japanese) 

OS：Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版

ソフトウェア：Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 日本語版

Windows Server 2016 SE + 
SQL Server 2016 SE (English) 

OS：Windows Server 2016 SE 64bit 英語版

ソフトウェア：Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 英語版

Windows Server 2019 SE
+ SQL Server 2019 SE (
Japanese)

OS：Windows Server 2019 SE 64bit 日本語版

ソフトウェア：Microsoft SQL Server 2019 SE 64bit 日本語版

ヒント

OSのパスワードポリシーは表 12 : パスワードポリシー デフォルト値からの変更項目と内容を参照してくださ

い。

仮想サーバ作成後、各ソフトウェアの利用にあたっては、以下の情報を参照してください。

表 20 : ソフトウェア提供サービス 利用の手引き

ソフトウェア 参照先

Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 利用の手引き

関連概念

ソフトウェアサポートサービス

2.1.6 仮想アプライアンス提供サービス

2.1.6.1 IPCOM提供サービス
[対象リージョン：全リージョン]

仮想アプライアンスソフトウェア IPCOMを提供します。本ソフトウェアは富士通が提供する統合ネットワークサービスで

す。

提供されるソフトウェア

表 21 : IPCOM 提供サービス

提供リージョンソフトウェア 提供バージョン

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

100 LS PLUS ◯ ◯IPCOM VE2m

100 SC ◯ ◯
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提供リージョンソフトウェア 提供バージョン

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

220 LS ◯ ◯

220 SC ◯ ◯

220 LS PLUS ◯ ◯

1300 LS（EX） ◯ ◯

1300 SC ◯ ◯

2500 LS（SSL） ◯ ◯

IPCOM 
VA2（※）

2500 SC ◯ ◯

※：IPCOM VA2は新規受付を停止しました。後継製品にあたるIPCOM VE2mを利用してください。

ヒント

詳細は、「IPCOM マニュアルページ」を参照してください。

2.1.6.2 BIG-IP提供サービス
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

F5 Networks社製仮想アプライアンスに対応した仮想サーバを提供します。

BIG-IP提供サービスは、システム管理の運用を容易にし、ネットワークのパフォーマンスを向上することができます。

提供されるソフトウェア

表 22 : BIG-IP提供サービス

提供リージョンソフトウェア 提供ライセンス 

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

BIG-IP LTM 200M ◯

BIG-IP LTM 1G ◯

BIG-IP LTM 3G ◯

BIG-IP ASM 200M ◯

BIG-IP ASM 1G ◯

BIG-IP ASM 3G ◯

BIG-IP AFM 200M ◯

BIG-IP

BIG-IP AFM 1G ◯
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提供リージョンソフトウェア 提供ライセンス 

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

BIG-IP AFM 3G ◯

BIG-IP Better 200M ◯

BIG-IP Better 1G ◯

BIG-IP Best 200M ◯

BIG-IP Best 1G ◯

ヒント

• 表の提供ライセンスの200M／1G／3Gは、スループットの上限を意味します。実際のスループットはベスト

エフォートのため、利用環境で十分に検証したうえで検討してください。

• 3Gモデルは、Digital enhanced EXchange（DEX）の利用を推奨します。

注

ソフトウェアを利用するために、ディスクサイズは85GBを割り当てます。それ以外のサイズを指定した場合の動

作は保証できません。

必要なライセンスについて

BIG-IPの仮想サーバを作成してから削除するまでが課金の対象です。作成直後から課金が始まるため、インスタンス

起動後に直ちにライセンスをアクティベーションしてください。

削除する場合は、事前にライセンス無効化の処理を実施してください。

ライセンスのアクティベーション方法、およびライセンスの無効化については「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O
IaaS BIG-IP スタートガイド」を参照してください。

表 23 : ライセンスと仮想サーバタイプ

提供ライセンス 仮想サーバタイプ

BIG-IP LTM 200M C3-2

BIG-IP LTM 1G C3-2

BIG-IP LTM 3G C3-8

BIG-IP ASM 200M C3-4

BIG-IP ASM 1G C3-4

BIG-IP ASM 3G C3-8

BIG-IP AFM 200M C3-4

BIG-IP AFM 1G C3-4

BIG-IP AFM 3G C3-8

BIG-IP Better 200M C3-4

BIG-IP Better 1G C3-4

BIG-IP Best 200M C3-8

BIG-IP Best 1G C3-8
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表 24 : ライセンスと提供機能

ライセンス LTM DNS AFM ASM APM

LTM ◯ △（※1）

ASM △（※2） ◯

AFM ◯

Better ◯ ◯（※3） ◯ △（※1）

Best ◯ ◯（※3） ◯ ◯ ◯

※1：Bestの場合はAPMの500CCU分のライセンスが含まれ、Best以外はAPM Lite（APM Limited）になります。

APM Limited については、F5 Networks社のサイト「https://support.f5.com/csp/article/K15854」を参照してくださ

い。

※2：ロードバランシングの一部の機能を利用できます。

詳細は、F5 Networks社のサイト「https://support.f5.com/csp/article/K14231234」を参照してください。

※3：DNS機能は1,000QPSまで利用できます。

提供機能メニュー

BIG-IP シリーズで提供する主な機能は以下のとおりです。

• Local Traffic Manager（LTM）

サイト内サーバ負荷分散機能です。

本機能により安全に、高速に、安定してアプリケーションを配信するだけでなく、アプリケーションやサーバの負荷をオフ

ロードすることでリソースの有効活用を実現します。あわせて拡張性や管理の容易さも提供します。

• DNS

DNSセキュリティ、広域負荷分散機能です。

アプリケーションのパフォーマンスを最適化するために、最もパフォーマンスに優れたデータセンタにユーザを誘導します。

大量のクエリや分散型サービス妨害（DDoS）攻撃を受けたときにも、インフラストラクチャのセキュリティを確保し、アプリ

ケーションをオンラインの状態に維持することができます。

• Application Security Manager（ASM）

Webアプリケーションファイアーウォール機能です。

各種モジュールを組み合わせることにより、L3からL7までのマルチレイヤセキュリティ機能を提供します。また、Webアプ

リケーションの保護に特化しWebアプリケーション ファイアーウォールの機能を提供します。

正しいと定義されたトラフィックだけを、アクセスを許可するポジティブ セキュリティと、シグネチャをベースとしたネガティブ

セキュリティを併用して攻撃を防御し、さらにSQLインジェクション攻撃への対応や情報のマスキングなどにより、情報

漏えいリスクを軽減します。

• Advanced Firewall Manager（AFM）

ネットワークファイアーウォール機能です。

多彩な機能を提供する先進的なネットワークファイアーウォールです。BIG-IPの持つ多様な技術と外部脅威対策の

統合による管理性向上、コスト削減を実現することができます。

• Access Policy Manager（APM）

セキュアリモートアクセス機能です。

社外からのリモートアクセス、社内からの多様なリソースへのアクセスが求められる時代に対応した、統合アクセスソ

リューションです。社内外のアプリケーションへのアクセス制御、URL単位でのフィルタリング、マルウェア対策といった万

全なセキュリティ機能を提供すると同時に、複数のドメイン対応、豊富なシングルサインオン（SSO）認証などの使い

やすさの向上も実現します。
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さらに、iPhone、iPad、Androidをはじめとする豊富なデバイスにも対応します。

• VPN

離れた拠点のエンドポイント間でIPsec VPN接続に対応します。

ヒント

詳細については、F5 Networks社のサイト「https://support.f5.com/csp/home」を参照してください。

2.1.6.3 Palo Alto Networks提供サービス
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

Palo Alto Networks社製次世代仮想ファイアーウォール powered by Palo Alto Networks VM-series（以

降、Palo Alto Networks）を提供します。

提供されるソフトウェア

表 25 : Palo Alto Networks提供サービス

提供リージョンソフトウェア 提供ライセンス 

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

PAN VM50 Basic ◯

PAN VM100 Basic ◯

PAN VM300 Basic ◯

PAN VM500 Basic ◯

PAN VM50 Bundle1 ◯

PAN VM100 Bundle1 ◯

PAN VM300 Bundle1 ◯

PAN VM500 Bundle1 ◯

PAN VM50 Bundle2 ◯

PAN VM100 Bundle2 ◯

PAN VM300 Bundle2 ◯

Palo Alto 
Networks

PAN VM500 Bundle2 ◯

ヒント

• 表の提供ライセンスのVM50／VM100／VM300／VM500は、ソフトウェアごとに利用できる上限値

が異なります。実際のスループットはベストエフォートです。詳細については、「VM50/VM100/VM300/
VM500のライセンス上限値比較」を参照してください。

• VM100／VM300／VM500は、Digital enhanced EXchange（DEX）の利用を推奨します。

注

ソフトウェアを利用するために、ディスクサイズは60GBを割り当てます。それ以外のサイズを指定した場合の動

作は 保証できません。
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必要なライセンスについて

Palo Alto Networksの仮想サーバを作成してから削除するまでが課金の対象です。作成直後から課金が始まるた

め、インスタンス起動後に直ちにライセンスをアクティベーションしてください。

削除する場合は、事前にライセンス無効化の処理を実施してください。

ライセンスのアクティベーション方法、およびライセンスの無効化については「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O
IaaS 次世代仮想ファイアーウォール powered by Palo Alto Networks VM-series スタートガイド」を参照してくださ

い。

表 26 : ライセンスと仮想サーバタイプ

提供ライセンス 仮想サーバタイプ

PAN VM50 Basic S3-2

PAN VM100 Basic S3-2

PAN VM300 Basic S3-4

PAN VM500 Basic C3-8

PAN VM50 Bundle1 S3-2

PAN VM100 Bundle1 S3-2

PAN VM300 Bundle1 S3-4

PAN VM500 Bundle1 C3-8

PAN VM50 Bundle2 S3-2

PAN VM100 Bundle2 S3-2

PAN VM300 Bundle2 S3-4

PAN VM500 Bundle2 C3-8

表 27 : VM50/VM100/VM300/VM500のライセンス上限値比較

ソフトウェア アプリ識別 脅威防御 セッション

VM50 200Mbps 100Mbps 64K

VM100 2Gbps 1Gbps 250K

VM300 4Gbps 2Gbps 819.2K

VM500 8Gbps 4Gbps 2500K

ヒント

• 表の数値は、ソフトウェアごとに利用できるライセンス上の上限値です。実際のスループットはベストエフォー

トのため、利用環境で十分に検証したうえで検討してください。

• ソフトウェアの詳細は、Palo Alto Networks社のサイト「https://www.paloaltonetworks.com/
products/product-selection」を参照してください。

表 28 : ライセンスと提供機能

ライセンス Basic Bundle1 Bundle2

標準機能 ◯ ◯ ◯

脅威防御(TP) ◯ ◯
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ライセンス Basic Bundle1 Bundle2

URLフィルタ(UF) ◯

未知の脅威検知(WF) ◯

リモートアクセスVPN(GP) △（※） ◯

DNSセキュリティ(DNS) ◯

※：PCでのSSL-VPN利用のみ、Basicでも利用できます。

提供機能メニュー

Palo Alto Networks シリーズで提供する主な機能は以下のとおりです。

標準機能

• L4 ファイアーウォール

レイヤー4レベルのファイアーウォール機能・Dos対策機能です。

• アプリケーションの識別(L7 ファイアーウォール)

全てのアプリケーションを識別・可視化する機能です。

アプリケーションレベルの使用制限や未知の通信検出、帯域制御ができます。

• ユーザーの識別・制御

IPアドレスだけではなく、ユーザー情報およびグループ情報を認識しログに記載することができます。また、その情報に

基づきアクセス制御ができます。

• SSL通信復号化

SSLで暗号化された通信を解読し、アプリケーション識別および脅威が含まれていないかを判別することができます。

• VPN

離れた拠点のエンドポイント間でIPsec VPN接続に対応します。

脅威防御(TP)

• 侵入防御機能（IPS)

脆弱性を狙った攻撃から、PC、サーバを防御することができます。

• アンチウイルス

幅広く拡散していることが知られているマルウェアを、検知、防御することができます（シグネチャ検知）。

• アンチスパイウェア（C&C）

既知のマルウェアに感染している端末からの通信を検出、ブロックし、感染端末を発見することができます(シグネチャ

検知）。

URLフィルタ(UF)

• URLフィルタリング

Webカテゴリーベースのアクセスを制限、マルウェア配信の温床サイトへのアクセスを禁止することができます。

未知の脅威検知(WF)

• Wildfire機能

未知のマルウェアをクラウド上でサンドボックス解析をすることができます。

また、マルウェアの場合、シグネチャを自動生成・配信することができます。

リモートアクセスVPN(GP)

• リモートアクセスVPN(GP)

モバイルPC・スマートフォンなどへのリモートアクセス用SSLVPN機能、ホスト情報に基づくセキュリティ機能を提供しま

す。

DNSセキュリティ(DNS)
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• DNSセキュリティ(DNS)

DGA(ドメイン生成アルゴリズム)やDNSトンネリングといった、DNSを悪用する攻撃をクラウドで検知して防御すること

ができます。

ヒント

詳細については、Palo Alto Networks社のサイト「https://www.paloaltonetworks.jp/features」を参照し

てください。

2.1.7 ソフトウェアサポートサービス

2.1.7.1 ソフトウェアサポートサービス
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバと同時に提供するソフトウェア（OSを含む）の一部について、各ソフトウェアに対応するソフトウェアサポートを

提供します。

本サービスでは、仮想サーバを構成しているOSまたはソフトウェアのサポート内容を、お客様のサポート要件に合わせて

変更できます。仮想サーバの作成後に変更してください。

サポート変更可能なソフトウェア

• OS提供サービス

表 29 : サポート変更を提供するOS

提供リージョン種別 提供OS

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 日本語版 ◯

Windows Server 2008 R2 EE SP1 64bit 日本語版 ◯

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Windows Server 2012 SE 64bit 日本語版 ◯

Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Windows

月額料金

Windows Server 2019 SE 64bit 日本語版 ◯

Red Hat Enterprise Linux 6.x 64bit 英語版（xは数字） ◯

Red Hat Enterprise Linux 7.x 64bit 英語版（xは数字） ◯ ◯

Linux

Red Hat Enterprise Linux 8.x 64bit 英語版（xは数字） 〇

• ソフトウェア提供サービス

表 30 : サポート変更を提供するソフトウェア
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提供リージョンソフトウェア 提供バージョン

東日本第1

東日本第2

西日本第1

西日本第2

東日本第3

西日本第3

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 日本語版 ◯

Microsoft SQL Server 2014 EE 64bit 日本語版 ◯

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 日本語版 ◯ ◯

Microsoft 
SQL Server

Microsoft SQL Server 2019 SE 64bit 日本語版 ◯

提供機能

• サポート変更機能

仮想サーバを作成した時点では、その仮想サーバを構成しているソフトウェアはシステムデフォルトのサポートレベルに

設定されています。

表 31 : システムデフォルトのサポートレベル一覧（サポート変更を提供するOS）

OS デフォルトのサポートレベル

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 日本語

版

サポートなし

Windows Server 2008 R2 EE SP1 64bit 日本語

版

サポートなし

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版 サポートなし

Windows Server 2012 SE 64bit 日本語版 サポートなし

Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版 サポートなし

Windows Server 2019 SE 64bit 日本語版 サポートなし

Red Hat Enterprise Linux 6.x 64bit 英語版（xは数

字）

限定サポート

Red Hat Enterprise Linux 7.x 64bit 英語版（xは数

字）

限定サポート

Red Hat Enterprise Linux 8.x 64bit 英語版（xは数

字）

限定サポート

表 32 : システムデフォルトのサポートレベル一覧（サポート変更を提供するソフトウェア）

ソフトウェア デフォルトのサポートレベル

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 日本語版 サポートなし

Microsoft SQL Server 2014 EE 64bit 日本語版 サポートなし

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 日本語版 サポートなし

Microsoft SQL Server 2019 SE 64bit 日本語版 サポートなし
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各ソフトウェアのサポートレベルを変更する場合は、サポート変更機能を使用します。

ヒント

サポートレベルは、同じソフトウェアが提供するサポートレベルの範囲内で、変更可能です。

表 33 : サポート変更 サポートレベル一覧（OS）

OS 変更可能なサポートレベル

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 日本語

版

• サポートなし

• 平日サポート

• 24Hサポート

Windows Server 2008 R2 EE SP1 64bit 日本語

版

• サポートなし

• 平日サポート

• 24Hサポート

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版 • サポートなし

• 平日サポート

• 24Hサポート

Windows Server 2012 SE 64bit 日本語版 • サポートなし

• 平日サポート

• 24Hサポート

Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版 • サポートなし

• 平日サポート

• 24Hサポート

Windows Server 2019 SE 64bit 日本語版 • サポートなし

• 平日サポート

• 24Hサポート

Red Hat Enterprise Linux 6.x 64bit 英語版（xは数

字）

• 限定サポート

• 平日サポート

• 24Hサポート

• ELS 平日サポート

• ELS 24Hサポート

Red Hat Enterprise Linux 7.x 64bit 英語版（xは数

字）

• 限定サポート

• 平日サポート

• 24Hサポート

Red Hat Enterprise Linux 8.x 64bit 英語版（xは数

字）

• 限定サポート

• 平日サポート

• 24Hサポート

表 34 : サポート変更 サポートレベル一覧（ソフトウェア）
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ソフトウェア 変更可能なサポートレベル

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 日本語版 • サポートなし

• 平日サポート

• 24Hサポート

Microsoft SQL Server 2014 EE 64bit 日本語版 • サポートなし

• 24Hサポート

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 日本語版 • サポートなし

• 平日サポート

• 24Hサポート

Microsoft SQL Server 2019 SE 64bit 日本語版 • サポートなし

• 平日サポート

• 24Hサポート

適用価格、課金開始、問合せ開始タイミングについて

• 適用価格

ソフトウェアサポートの内容が変更された料金月におけるソフトウェアサポート利用料金は、利用料金の高い方が適

用されます。

• 課金開始のタイミング

仮想サーバが起動していない状態でも、サポートレベルの変更は可能です。この場合、変更後に初めて仮想サーバ

を起動した時点から、課金が開始されます。

• お問合せが可能となるタイミング

「サポートあり」に変更した場合、お問合せが可能となるまでに最大5営業日かかります。

仮想サーバが起動していない状態でも、サポートレベルの変更は可能です。この場合、変更後に初めて仮想サーバ

を起動した時点から、最大5営業日後となります。

サポート変更に関する制約事項

サポートレベルとして、「サポートなし」または「限定サポート」を持つソフトウェアの制約事項について説明します。

注

「サポートなし」または「限定サポート」から「サポートあり」に変更した場合、変更日を含む180日間は「サポー

トなし」または「限定サポート」に変更できません。

関連概念

ソフトウェアサポートサービス ID一覧
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2.1.8 オートスケール

2.1.8.1 オートスケール設定
[対象リージョン：全リージョン]

スタックに定義されている仮想サーバの台数などについて、特定の条件をスケーリンググループとして設定し、条件に従っ

てリソースの増減を自動的に制御する機能を提供します。

図 24 : オートスケールの概要

注

• 複数のアベイラビリティゾーン間でオートスケールをすることはできません。

• テンプレートで作成したスタックを更新すると、すでに配備されているリソースは削除され、再構築されます。

• オートスケールでは、仮想サーバのフレーバーを変更できません。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオートスケールでは、ロードバランサーを設定できません。

オートスケールの動作に関して、以下の設定機能を提供します。

スケーリンググループ管理機能

以下の項目を設定してスケーリンググループを作成し、スタック内に登録します。スケールアウトした仮想サーバに対して

異常状態を検知し、自動で復旧を開始するヘルスチェック機能に関する設定もできます。

表 35 : スケーリンググループ設定項目一覧

必須項目 説明

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

クールダウン時間 (Cooldown) 前回のスケーリング処理実行後、次のス

ケーリング処理がすぐ開始されないように、抑

止する時間を秒単位で指定する

起動コンフィグレーション名 (
LaunchConfiguration)

仮想サーバ起動のための起動コンフィグレー

ション名を指定する

◯ ◯
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必須項目 説明

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

ロードバランサー名 (
LoadBalancerNames)

スケーリング処理に含めるロードバランサー名

をリスト形式で指定する

※1

最大数 (MaxSize) スケーリングする仮想サーバの最大数を指

定する

◯ ◯

最小数 (MinSize) スケーリングする仮想サーバの最小数を指

定する

ヒント

スタック登録時の初期作成台数

となります。

◯ ◯

アベイラビリティゾーン名 (
AvailabilityZones)

スケーリンググループの作成先アベイラビリティ

ゾーン名を指定する

◯ ※2

サブネットIDリスト (
VPCZoneIdentifier)

アベイラビリティゾーン名で指定した、アベイラ

ビリティゾーンに存在するサブネットIDをリスト

形式で指定する

※2

※1: ロードバランサーは設定できません。

※2: 設定不要です。

スケーリングポリシー設定

以下の項目を指定して、スケーリングポリシーを設定します。

表 36 : スケーリングポリシー設定項目一覧

必須項目 説明

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

増減タイプ (AdjustmentType) 仮想サーバ台数の増減方法を、以下のタイ

プから選択して指定する

• ChangeInCapacity

正数の場合は指定数の仮想サーバを追

加、負数の場合は指定数の仮想サーバ

を削除する

• ExactCapacity

指定した仮想サーバ台数に変更する

• PercentChangeInCapacity

1～100の指定した割合[%]で増減する

◯ ◯

スケーリンググループ名 (
AutoScalingGroupName)

スケーリングポリシーを設定する対象のスケー

リンググループ名を指定する

◯ ◯
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必須項目 説明

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

クールダウン時間 (Cooldown) 前回のスケーリング処理実行後、次のス

ケーリング処理がすぐ開始されないように、抑

止する時間を秒単位で指定する

増減値 (ScalingAdjustment) 増減タイプ指定の内容に対応したスケール

変更値を指定する

例）増減タイプにChangeInCapacity、変

更値に「-1」を指定した場合、ポリシーの実

行時に仮想サーバが1つ削除される

◯ ◯

起動コンフィグレーション設定

スケーリングポリシーが実行され、追加される仮想サーバが実際に起動する際の設定処理を定義しておきます。

注

スケーリンググループ内の仮想サーバに接続できるポートは1つだけです。

表 37 : 起動コンフィグレーション設定項目一覧

必須項目 説明

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

イメージID (ImageId) 起動する仮想サーバで使用するイメージを、

イメージIDまたはイメージ名称で指定する

◯ ◯

仮想サーバタイプ (
InstanceType)

起動する仮想サーバのタイプ名（フレーバー

名）を指定する

◯ ◯

キー名 (KeyName) 起動する仮想サーバに設定するキーペアの

キー名を指定する

セキュリティグループ (
SecurityGroups)

起動する仮想サーバに設定するセキュリティ

グループ名をリスト形式で指定する

ユーザーデータ (UserData) 仮想サーバ起動時に実行するユーザーデー

タを指定する

ブロックデバイスマッ

ピング設定のリスト (
BlockDeviceMappingsV2)

起動する仮想サーバにブロックストレージとし

てアタッチするために、ブロックデバイスマッピン

グ設定を記述する

アラームとの連携

監視サービスにおけるアラーム設定では、しきい値に達した場合のアクションとしてスケーリングポリシーを指定します。ア

ラームのしきい値の設定内容によってスケーリングポリシーを呼び分けることで、負荷に応じたオートスケーリングができま

す。
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ヒント

アラームには複数のアクションを登録できます。スケールアウトまたはスケールインの発生時に、同時にメール通

知することも可能です。

オートスケール設定例

オートスケールの条件を記載したスタック定義の記述例を示します。本例では以下の条件を設定しています。

• スケーリンググループとして以下を定義

• オートスケールした仮想サーバを分散対象とするためのロードバランサー指定（HTTP、ポート80への通信を負荷分

散）

• 仮想サーバの最大台数は3
• 仮想サーバの最小台数は2
• オートスケールした仮想サーバを接続するサブネット

• 起動コンフィグレーション（parameters句で宣言されている変数を利用して値を指定）

• スケーリングポリシーとして以下の2つを定義

• web_server_scaleout_policy：増減タイプは"ChangeInCapacity"を指定、アラーム発生時に追加する仮想

サーバ数は1台 (+1)
• web_server_scalein_policy：増減タイプは"ChangeInCapacity"を指定、アラーム発生時に削除する仮想サー

バ数は1台 (-1)
• アラームとして以下の2つを定義

• cpu_alarm_high：CPU使用率が50%を超えた時間が1分以上継続したことを検知

→web_server_scaleout_policyを実行

• cpu_alarm_low：CPU使用率が15%以下の時間が1分以上継続したことを検知

→web_server_scalein_policyを実行

スタック定義の記述例（東日本第1/第2、西日本第1/第2リージョンの場合）：

heat_template_version: 2013-05-23

description:
  Autoscaling sample template.

parameters:

  az:
    type: string
    default: jp-east-1a
  param_image_id:
    type: string
# ImageID of CentOS
    default: 1234abcd-5678-ef90-9876-fedc5432dcba
  param_flavor:
    type: string
    default: standard

  key_name:
    type: string
    description: SSH key to connect to the servers
    default: sample_keypair00
  autoscale_security_group:
    type: comma_delimited_list
    default: sample_SG00

resources:

  web_server_group:
    type: FCX::AutoScaling::AutoScalingGroup
    properties:
      AvailabilityZones: [{get_param: az}]
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      LaunchConfigurationName: {get_resource: launch_config}
      MinSize: '2'
      MaxSize: '3'
# subnet ID for auto-scaling
      VPCZoneIdentifier: [38e6630f-3257-4ee8-a006-f6d57ceaa2c3]
      LoadBalancerNames:
      - {get_resource: fj_elb}

  launch_config:
    type: FCX::AutoScaling::LaunchConfiguration
    properties:
      ImageId: { get_param: param_image_id }
      InstanceType: { get_param: param_flavor }
      KeyName: {get_param: key_name}
      SecurityGroups: {get_param: autoscale_security_group}
      BlockDeviceMappingsV2: [{source_type: 'image', destination_type: 'volume',
 boot_index: '0', device_name: '/dev/vda',  volume_size: '40', uuid: {get_param:
 param_image_id}, delete_on_termination: true}]

  fj_elb:
    type: FCX::ExpandableLoadBalancer::LoadBalancer
    properties:
# subnet ID for auto-scaling
      Subnets: [38e6630f-3257-4ee8-a006-f6d57ceaa2c3]
      Listeners:
      - {LoadBalancerPort: '80', InstancePort: '80',
        Protocol: 'HTTP', InstanceProtocol: 'HTTP' }
      HealthCheck: {Target: 'HTTP:80/healthcheck', HealthyThreshold: '3',
                   UnhealthyThreshold: '5', Interval: '30', Timeout: '5'}
      Version: 2014-09-30
      Scheme: internal
      LoadBalancerName: fjsampleELBaz1

  web_server_scaleout_policy:
    type: FCX::AutoScaling::ScalingPolicy
    properties:
      AdjustmentType: ChangeInCapacity
      AutoScalingGroupName: {get_resource: web_server_group}
      Cooldown: '60'
      ScalingAdjustment: '1'

  web_server_scalein_policy:
    type: FCX::AutoScaling::ScalingPolicy
    properties:
      AdjustmentType: ChangeInCapacity
      AutoScalingGroupName: {get_resource: web_server_group}
      Cooldown: '60'
      ScalingAdjustment: '-1'

  cpu_alarm_high:
    type: OS::Ceilometer::Alarm
    properties:
      description: Scale-out if the average CPU > 50% for 1 minute
      meter_name: fcx.compute.cpu_util
      statistic: avg
      period: '60'
      evaluation_periods: '1'
      threshold: '50'
      alarm_actions:
      - {get_attr: [web_server_scaleout_policy, AlarmUrl]}
      matching_metadata: {'metadata.user_metadata.groupname': {get_resource:
 'web_server_group'}}
      comparison_operator: gt

  cpu_alarm_low:
    type: OS::Ceilometer::Alarm
    properties:
      description: Scale-in if the average CPU < 15% for 1 minute
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      meter_name: fcx.compute.cpu_util
      statistic: avg
      period: '60'
      evaluation_periods: '1'
      threshold: '15'
      alarm_actions:
      - {get_attr: [web_server_scalein_policy, AlarmUrl]}
      matching_metadata: {'metadata.user_metadata.groupname': {get_resource:
 'web_server_group'}}
      comparison_operator: lt

スタック定義の記述例（東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合）：

heat_template_version: 2017-02-24
description: Example auto scale group, policy and alarm
resources:
  scaleup_group:
    type: OS::Heat::AutoScalingGroup
    properties:
      cooldown: 60
      desired_capacity: 1
      min_size: 1
      max_size: 3
      resource:
        type: OS::Nova::Server
        properties:
          key_name: monitring-dev2
          block_device_mapping_v2:
            [{boot_index: '0', device_name: '/dev/vda', volume_size: 10, image: 'Ubuntu
 Server 16.04 LTS (English) 01', delete_on_termination: true}] 
          flavor: S3-1
          name: "test_vm"
          networks:
            - network : test-net

  scaleup_policy:
    type: OS::Heat::ScalingPolicy
    properties:
      adjustment_type: change_in_capacity
      auto_scaling_group_id: {get_resource: scaleup_group}
      cooldown: 60
      scaling_adjustment: 1

  alarm_cpu:
    type: OS::AppFormix::Alarm
    properties:
      alarm_name: 'alarm_vm_hertbert'
      alarm_metric: 'cpu.usage'
      aggregation_function: 'average'
      comparison_function: 'equal'
      duration: 60
      num_intervals: 1
      num_exception_intervals: 1
      threshold: 80
      aggregate_id: { get_param: "OS::stack_id" }
      notification_url: { get_attr: [scaleup_policy, signal_url] }

注

東日本第1/第2、西日本第1/第2リージョンでは、以下の両方の条件を満たす場合、仮想サーバのユーザー

名が「k5user」ではなく「cloud-user」になります。

• 仮想サーバのOSがCentOSまたはRed Hat Enterprise Linuxの場合

• Heatテンプレートを利用して作成したスタックから、新規に仮想サーバを配備した場合

関連概念

アラームの設定

ヘルスチェック機能
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オートスケールスケジューラー機能

2.1.8.2 ヘルスチェック機能
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

オートスケール実行後、スケールアウトした仮想サーバに対して異常状態を検知し、自動で復旧を開始する機能です。

提供機能

スケールアウトした仮想サーバに対して、以下の機能を提供します。

• スケールアウトした仮想サーバに対する、ヘルスチェック機能

• ヘルスチェック機能で異常を検知した仮想サーバへの、自動復旧機能

図 25 : ヘルスチェック機能で検知した異常仮想サーバへの、自動復旧機能の動作イメージ

ヘルスチェック機能で異常を検知した仮想サーバへの自動復旧機能

本機能を利用するには、オートスケールの各設定に、以下の項目を追加で設定します。

• スケーリンググループのヘルスチェック機能設定

表 38 : ヘルスチェック機能に関するスケーリンググループ設定内容一覧

項目 説明 必須

クールダウン時間 (Cooldown) 前回のスケーリング処理実行後、次のスケーリング処理がすぐ開始

されないように、抑止する時間を秒単位で指定する（見積式のオー

トスケールのクールダウン時間 見積式を参照）

注

本機能とCPU使用率などのしきい値監視によるオート

スケールを同時に使用する場合、スケーリングポリシーの

「クールダウン時間」を指定せず、本項目を指定してくだ

さい。
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項目 説明 必須

最大数 (MaxSize) スケーリングする仮想サーバの最大数を指定する

本機能を使用する場合、最小数+1以上の値を指定することを推

奨します。

注

最大数まで仮想サーバを作成している状況で、仮想

サーバの異常を検知した場合、仮想サーバは追加され

ず、削除だけが実施されます。

◯

最小数 (MinSize) スケーリングする仮想サーバの最小数を指定する

スタック登録時の初期作成台数となります。

◯

ヘルスチェックタイプ (
HealthCheckType)

"ELB"だけサポートする。ロードバランサー名を指定し、本パラメー

ターを指定した場合、ヘルスチェック機能を用いた異常仮想サーバの

異常を検知した自動復旧機能が有効になる

ヘルスチェック開始までの時間 (
HealthCheckGracePeriod)

スケールアウトした仮想サーバが起動したあと、実際にヘルスチェック

を開始するまでの時間を秒単位で指定する

• スケーリングポリシーの設定

表 39 : ヘルスチェック機能に関するスケーリングポリシー設定内容一覧

項目 説明 必須

増減タイプ (AdjustmentType) "ChangeInCapacity"を指定する ◯

クールダウン時間 (Cooldown) 前回のスケーリング処理実行後、次のスケーリング処理がすぐ開始

されないように、抑止する時間を秒単位で指定する（見積式のオー

トスケールのクールダウン時間 見積式を参照）

増減値 (ScalingAdjustment) スケール変更値を指定する

スケーリンググループ設定の「最大数」よりも小さい値、かつ1～5の

範囲で指定してください。

◯

• アラームの設定

表 40 : ヘルスチェック機能に関するアラーム設定内容一覧

項目 説明 必須

アクション (alarm_actions) 異常となった仮想サーバを削除するために、必要なアクションの 
URLを指定する

比較演算子 (comparison_
operator)

しきい値との比較演算子を指定する

• "le"：以下

• "ge"：以上

• "eq"：等しい

• "lt"：より小さい

• "gt"：より大きい

• "ne"：等しくない
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項目 説明 必須

アラーム判定回数 (
evaluation_periods)

何回しきい値条件を満たしたときにアラーム状態と判断するか、その

回数を指定する

メタデータ検索条件 (
matching_metadata)

"{'resource_id': ロードバランサー名}" を指定する

メーター名 (meter_name) "fcx.loadbalancing.instance.unhealthy" を指定する ◯

アラーム判定期間 (period) どれくらいの時間しきい値条件を満たしたらアラーム状態と判断する

か、その時間（秒）を指定する

統計種別 (statistic) 異常となった仮想サーバ数を数えるよう、"min"を指定する

しきい値 (threshold) しきい値となる異常仮想サーバの数を指定する。スケーリングポリ

シー設定で指定するスケール変更値(ScalingAdjustment)と同一

の値を指定する。また、2以上の値を指定した場合、指定した値以

上の仮想サーバが異常になるまで、自動復旧は行われない

◯

アクション繰り返し (repeat_
actions)

ヘルスチェック機能を使用する場合は"true"を指定する

注

• 自動復旧機能が動作した場合に追加される仮想サーバ数は、ヘルスチェック機能を使用するスケーリング

グループに設定されるスケーリングポリシーに従います。自動復旧が行われると仮想サーバの数は以下の式

のようになります。

「自動復旧前のスケーリンググループ内で起動している仮想サーバの数」＋「スケーリン
グポリシーに設定されている追加する仮想サーバの数」－「ヘルスチェックで異常とされ
た仮想サーバの数」

• 異常を検知した仮想サーバを削除した結果、スケーリンググループで設定した仮想サーバの最小数を下回

ることがあります。その場合、設定されている最小数まで自動的に仮想サーバが追加されます。

2.1.8.3 オートスケールスケジューラー機能
[対象リージョン：全リージョン]

日時を指定して、スケールアウトの実行を制御する機能です。業務の繁忙期など事前に予測できる負荷増大には、こ

のスケジュール処理機能を使用してスケールアウト運用を自動化します。

本機能では、REST APIを指定時刻に実行する処理を提供します。

ヒント

繁忙期だけ仮想サーバの台数を増強したい場合、REST APIとしてスケーリングポリシーを制御することで台

数を増やした運用ができます。

スケジュール処理の登録

以下の項目を設定して、スケジュール処理を登録します。

表 41 : スケジュール処理設定項目一覧

項目 説明 必須

スケジュール名 1～64文字、半角英数字が使用可能

リージョン内の全プロジェクトで一意である必要があります。

◯

HTTPメソッド 実行するREST APIのHTTPメソッドを指定する。POSTメソッドだけ

指定可能

◯
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項目 説明 必須

URL スケジュール処理の対象となるシグナルのURLを指定する

シグナルのURLは以下の書式です。

http://<orchestration API エンドポイント>/v1/< プ
ロジェクトID>/stacks/< スタック名>/<スタックID>/
resources/< スケーリングポリシー名>/signal

◯

実行日時 REST APIを実行する日時を指定する

実行日時の書式は、以下のようにcronコマンドに準拠した5つのフィー

ルドで指定します。（各フィールドの間は半角スペース区切り）

分 時 日 月 曜日

◯

プロジェクトID スケジュール処理を実行するプロジェクトIDを指定する ◯

表 42 : 各フィールドの意味と設定可能な値

フィールド 設定可能な値

分 0～59、*を指定した場合は毎分

時 0～23、*を指定した場合は毎時

日 1～31、*を指定した場合は毎日

月 1～12またはjan～dec、*を指定した場合は毎月

曜日 0～7（0と7は日曜日）またはsun～sat、*を指定した場合はすべての曜日

ヒント

0=日曜、1=月曜、2=火曜、3=水曜、4=木曜、5=金曜、6=土曜、

7=日曜

スケジュールの実行を委譲するユーザー、受託ユーザー（orchestrationユーザー）、プロジェクトID、およびロール（設

計・開発者ロール）が一致する有効なトラストトークンが存在することを確認してください。トラストトークンを確認するに

は、APIリファレンスに記載されている「ID&アクセス管理」の以下のAPIを使用します。

1. トラストトークンの参照（一覧）

以下の条件に合致するトラストトークンが存在することを確認します。

表 43 : トラストトークンの存在確認条件

項目 値

trustor_user_id 委譲するユーザーのuuid

expires_at null

trustee_user_id 1f708e1376784e529a7b09eb5ff1a5fc

project_id スタックが存在するプロジェクトのuuid

2. トラストトークンのロール確認

表 44 : トラストトークンのロール確認条件

- 77 -



項目 値

trust_id 上記で条件に合致したトラストトークンのuuid

role_id 0739580a550d4a0f9c78f45a9f038c05

スケジュール処理の削除

すでに登録済みのスケジュール処理を削除します。

2.1.9 イメージ

2.1.9.1 仮想サーバイメージの管理
[対象リージョン：全リージョン]

作成済みの仮想サーバから、仮想サーバイメージを作成、管理します。

イメージの作成

作成済みの仮想サーバから、仮想サーバイメージを作成します。

表 45 : イメージの作成に設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

イメージ名 イメージを識別するための名称を指定する

ディスクフォーマット • 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合 
「qcow2」(推奨)または「raw」(デフォルト)を指定する 

ヒント

「qcow2」では、実使用量分のサイズでイメージが作成

されるため、格納先の容量やデータ転送時間を削減で

きます。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合 
「raw」を指定する

コンテナフォーマット 「bare」を指定する

強制オプション 「true」を指定する

• 仮想サーバイメージを作成する前に、以下のネットワーク設定の削除手順に従ってネットワーク設定を削除してくださ

い。

該当のネットワーク設定が残ったままの状態で仮想サーバイメージを作成した場合、そのイメージから作成された仮想

サーバとはネットワーク通信できなくなります。

対象OS
• CentOS 6.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 6.x（xは数字）

その他、以下をOSとする仮想サーバイメージを作成する場合は、該当するネットワーク設定が存在しないため対処

不要です。

• CentOS 7.x（xは数字）

• CentOS 8.x（xは数字）
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• Red Hat Enterprise Linux 7.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 8.x（xは数字）

• Rocky Linux 8.x（xは数字）

• Ubuntu
• Red Hat OpenShift Container Platform 3.x（xは数字）

• Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（xは数字）

ネットワーク設定の削除手順

1. write_net_rulesの無効化

/lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules

上記ファイル内に記載されている以下の行を、コメントアウト（行頭に#を追加）します。

DRIVERS=="?*", IMPORT{program}="write_net_rules"

2. /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rulesの削除

rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

• WindowsをOSとする仮想サーバイメージを作成する場合は、Windows OSのSysprep手順を実施してください。

• 増設ストレージに関してはアタッチまたはデタッチによる移設、またはスナップショットなどを使用して複製してください。

注

• 仮想サーバの停止と起動

仮想サーバイメージを作成する前に、対象の仮想サーバを停止してください。また、イメージ作成が完了す

るまで仮想サーバは起動しないでください。イメージ作成中に仮想サーバを起動すると、ボリュームの内容が

更新されることがあります。その結果、イメージ内のデータ不整合発生や、そのイメージから作成された仮想

サーバが起動できなくなる恐れがあります。

• ボリューム情報の削除

スナップショット作成時とリストア時の間でディスク構成の変更の可能性がある場合、OS上のディスク設定

（Linuxの場合、/etc/fstabファイルなど）からすべてのボリューム情報を削除した状態でスナップショットを作

成してください。不要なボリューム情報が残っている場合、リストア後にOSの起動が失敗することがありま

す。

ヒント

作成済みのブロックストレージ（ボリューム）を複製するために、以下の機能を提供します。

各機能の使い分けは、「スナップショット、イメージ、バックアップの使い分け」を参照してください。

• スナップショット

• イメージ

• バックアップ

なお、バックアップ機能は、東日本リージョン3／西日本リージョン3にだけ提供しています。

イメージメタ情報の取得／更新

作成した仮想サーバイメージに付与するメタ情報を、確認および編集します。

表 46 : イメージメタ情報変更 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

イメージ名 イメージを識別するための名称を指定する

メタ情報 イメージに設定するメタ情報をKey-Value形式で指定する

イメージの削除

登録されているイメージを削除します。
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2.1.9.2 仮想サーバイメージの共有
[対象リージョン：全リージョン]

配備済みの仮想サーバから作成した仮想サーバイメージを、異なるプロジェクト間で共有する機能を提供します。

提供機能

作成済みの仮想サーバイメージに対する以下の操作を提供します。

• 共有メンバー情報の作成

• 共有メンバー情報の変更

• 共有メンバー情報の削除

特定のプロジェクト間で仮想サーバイメージを共有する場合、対象の仮想サーバイメージに可視属性(visibility)を設定

する必要があります。

表 47 : 可視属性(visibility)の値

可視属性(visibility)の値仮想サーバイメージの種別 共有範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

サービスが提供する仮想

サーバイメージ

公開する public public

他のプロジェクトと共有する private shared利用者が作成した仮想

サーバイメージ
他のプロジェクトと共有しな

い

private private

利用方法

図 26 : 仮想サーバイメージ 共有～共有停止までの流れ

留意事項

• 仮想サーバイメージの共有を停止する際は、必ず対象のイメージから共有メンバー情報を削除してください。
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2.1.9.3 Windows OSのSysprep手順
[対象リージョン：全リージョン]

お客様独自のWindows仮想サーバをイメージ化する場合や、仮想サーバの複製を目的としたスナップショットを作成す

る場合は、Windows仮想サーバ上でSysprep作業を実施する必要があります。以下に参考手順を示します。

Sysprepの詳細については、マイクロソフト技術情報のWebサイト(https://learn.microsoft.com/ja-jp/)を参照し、十

分に理解したうえで作業してください。

重要

Sysprep実行によるトラブルにつきましては、弊社では責任を負いかねます。お客様責任の下で、実施してく

ださい。

ヒント

Sysprep作業の実施前に、システムブロックストレージのスナップショットまたはバックアップを取得することを推

奨します。

手順

1. スナップショットの取得

スナップショット機能を使用して、システムストレージのスナップショットを取得します。

ヒント

以後の手順はWindows OS上で作業してください。

2. リモートアクセスの許可

デフォルトではリモートアクセスを許可しています。許可されていない場合は、以下の手順に従って許可するよう設定

します。

• Windows 2019 SE / 2016 SE / 2012 SEの場合

スタートメニューから[コントロールパネル] > [システムとセキュリティ] > [リモート アクセスの許可]と操作し、ダイアログ

内の[このコンピュータへのリモート接続を許可する(L)]を選択します。

• Windows 2008 SE/EEの場合

スタートメニューから[コントロールパネル] > [システムとセキュリティ] > [リモート アクセスの許可]と操作し、ダイアログ

内で以下のどちらかを選択します。

• [リモートデスクトップを実行しているコンピュータからの接続を許可する（セキュリティのレベルは低くなります）(L)]
• [ネットワークレベル認証でリモートデスクトップを実行しているコンピュータからだけ接続を許可する（セキュリティの

レベルは 高くなります）(N)]
3. sysprep応答ファイルの編集

必要に応じてsysprep応答ファイルを編集します。sysprep応答ファイルは、仮想サーバ上の以下の場所に格納さ

れています。

• Windows 2019 SEの場合

C:\Windows\System32\Sysprep\ans_w2k19.xml
• Windows 2016 SEの場合

C:\Windows\System32\Sysprep\ans_w2k16.xml
• Windows 2012 SEの場合

C:\Windows\System32\Sysprep\ans_w2k12.xml
• Windows 2008 SEの場合

C:\Windows\System32\Sysprep\ans_w2k8_se.xml
• Windows 2008 EEの場合

C:\Windows\System32\Sysprep\ans_w2k8_ee.xml
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4. ログファイルの削除

Cloudbase-initのログファイルを削除します。Cloudbase-initのログファイルのパスは、Windows OS上の以下の場

所に記述されています。

• cloudbase-init-unattendのログファイル設定

<Cloudbase-initがインストールされている場所>\conf\cloudbase-init-unattend.conf
• ログが存在する場所：[DEFAULT]セクションのlogdir
• ログファイル：[DEFAULT]セクションのlogfile

ヒント

通常のログファイルのパスは以下のとおりです。

C:\Program Files (x86)\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\log\cloudbase-init-
unattend.log

• cloudbase-initのログファイル設定

<Cloudbase-initがインストールされている場所>\conf\cloudbase-init.conf
• ログが存在する場所：[DEFAULT]セクションのlogdir
• ログファイル：[DEFAULT]セクションのlogfile

ヒント

通常のログファイルのパスは以下のとおりです。

C:\Program Files (x86)\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\log\cloudbase-init.log

5. レジストリー情報の削除

Cloudbase-initのレジストリー情報を削除します。レジストリエディターを使って、以下の両方のパスを確認し、存在

する場合はそれらを削除します。

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init

6. コマンドプロンプトの起動

• Windows 2019 SEの場合

a. [スタート]ボタンをクリックします。

b. [Windows システムツール]を選択します。

c. [コマンド プロンプト]を右クリックして、[その他] > [管理者として実行]をクリックします。

• Windows 2016 SE / 2012 SEの場合

デスクトップ画面で[Windows]ロゴボタンを右クリックして、[コマンドプロンプト(管理者)]をクリックします。

• Windows 2008 SE/EEの場合

a. [スタート]ボタンをクリックします。

b. [すべてのプログラム] > [アクセサリ]を選択します。

c. [コマンド プロンプト]を右クリックして、[管理者として実行]をクリックします。

7. カレントディレクトリの移動

以下のコマンドを実行し、カレントディレクトリを移動します。

cd C:\Windows\System32\sysprep\

8. sysprepの実行

以下のバッチファイルを実行します。

vsysprep.bat

数分後に仮想サーバが自動的にシャットダウンされます。仮想サーバのステータスが"SHUTOFF"となっていることを確認

してから、イメージ化やスナップショットの作成（仮想サーバの複製用）を実施してください。

イメージ化やスナップショットの作成（仮想サーバの複製用）を実施したあと、仮想サーバに対して以下の手順を実施し

ます。

- 82 -



1. スナップショットのリストア

スナップショット機能を使用して、システムストレージのスナップショットをリストアします。

2. 仮想サーバの起動

仮想サーバを起動します。

2.1.10 仮想環境間の移行
[対象リージョン：全リージョン]

お客様のオンプレミス仮想環境とIaaSとの間で仮想サーバを移行できます。

仮想サーバインポート機能を利用することで、お客様のオンプレミス仮想環境で動作している仮想サーバを、IaaSへ移

行できます。

仮想サーバエクスポート機能を利用することで、IaaSで動作している仮想サーバを、お客様のオンプレミス環境へ移行で

きます。

2.1.10.1 仮想サーバインポート（仮想環境間移行）

2.1.10.1.1 機能概要
仮想サーバインポート（仮想環境間移行）とは

[対象リージョン：全リージョン]

お客様のオンプレミス仮想環境で動作している仮想サーバを、 IaaSへ移行する機能です。お客様で採取していただい

たイメージファイルを、IaaSで利用可能なイメージファイルとして登録する機能を提供します。

本機能の利用イメージを以下に示します。

図 27 : 仮想サーバインポートの利用イメージ

サポートする移行元仮想環境

サポートする移行元仮想環境の一覧を以下に示します。

どの仮想環境でもBIOS起動が対象です。UEFI起動は対象外です。

表 48 : 移行元仮想環境一覧
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仮想環境 製品およびバージョン

VMware • ESXi 7.0 6.7 6.5 6.0 
• vCenter Server 7.0 6.7 6.5 6.0 

KVM（※） • Linux kernel 3.10.0以降

※：東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ利用できます。

インポート可能な移行元ゲストOS

インポート可能な移行元ゲストOSの一覧を以下に示します。

注

アプライアンス製品はサポート対象外です。

表 49 : 移行元ゲストOS一覧

OS種別 対象OS

Windows • Windows 2012 SE 64bit （日本語版、英語版）

• Windows 2012 R2 SE 64bit （日本語版、英語版）

• Windows 2016 SE 64bit （日本語版、英語版）

• Windows 2019 SE 64bit （日本語版、英語版）（※）

• Windows 2012 SE / SQL Server 2012 SE 64bit （日本語版）

• Windows 2012 SE / SQL Server 2012 EE 64bit （日本語版）

• Windows 2012 R2 SE / SQL Server 2012 SE 64bit （日本語版）

• Windows 2012 R2 SE / SQL Server 2012 EE 64bit （日本語版）

• Windows 2012 R2 SE / SQL Server 2014 SE 64bit （日本語版）

• Windows 2012 R2 SE / SQL Server 2014 EE 64bit （日本語版）

• Windows 2016 SE / SQL Server 2016 SE 64bit （日本語版）

• Windows 2019 SE / SQL Server 2019 SE 64bit （日本語版）

Linux • CentOS 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 64bit
• CentOS 8.1 64bit
• RHEL7 64bit
• RHEL8 64bit（※）

• Rocky Linux 8.5, 8.6, 8.7 64bit（※）

• Ubuntu 18.04 LTS 64bit

※： 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ利用できます。

提供機能

機能 説明

仮想サーバイメージのインポート お客様のオンプレミス仮想環境で動作している仮想サーバから作成したイメージを

指定してインポートを実施します。

インポートの依頼は即座に復帰します。依頼したインポート処理が完了しているか

否かは、「インポート状況の取得」機能で確認できます。
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機能 説明

インポート状況の取得 インポート依頼時に発行されたインポートIDを指定して、インポート状況を取得し

ます。

インポート状況一覧の取得 インポート状況の一覧を取得します。

• インポートを実施した日時が新しいものから順に取得されます。

• 使用したトークンのプロジェクト内で依頼したインポート状況だけ取得できます。

実行中のインポート処理の中止 インポート依頼時に発行されたインポートIDを指定して、対象のインポート処理を

中止します。

インポート処理中止の依頼は即座に復帰します。依頼したインポート処理が中

止されたか否かは、「インポート状況の取得」機能で確認できます。

移行元仮想サーバ構成の制約

• ディスク構成

インポートできるのは、起動ディスクとなっているシステムストレージだけです。

また、以下の条件に一致するものがある場合は、未サポートです。

• ダイナミックディスク（OS種別がWindowsの場合）

• NTFS/FAT32以外のフォーマット（OS種別がWindowsの場合）

• BitLockerで暗号化されたディスク（OS種別がWindowsの場合）

• Windowsフォルダーを 、デフォルトの"\Windows" から変更した（OS種別がWindowsの場合）

• ボリュームの "NODEFAULTDRIVELETTER" 属性が有効（OS種別がWindowsの場合）

• GPT形式のディスク

• マルチブート環境

• ネットワークインターフェース

ネットワークインターフェースを1つ定義している必要があります。

• 仮想サーバ名

SQL Serverが同梱されたイメージをインポートした仮想サーバイメージから仮想サーバを作成する場合は、移行元と

同じ仮想サーバ名を設定してください。

移行元と異なる名前で仮想サーバを作成すると、SQL Server Reporting Servicesが利用できなくなります。

ヒント

移行元と異なる名前で仮想サーバを作成した場合のSQL Server Reporting Servicesの利用方法

レポートサーバの接続先DBサーバ名を、仮想サーバ名に合わせて変更してください。なお、レポートサーバ

の設定変更にはReporting Services構成マネージャーを使用してください。

Reporting Services構成マネージャーの操作方法については、Microsoft社のSQL Serverのリファレンス

マニュアルを参照してください。

• Sysprep

仮想サーバを複製する場合は、移行元仮想環境またはインポート後の仮想サーバでSysprepを実施してください

（OS種別がWindowsの場合）。Sysprepや応答ファイルの使用方法については、Microsoft社のテクニカルサポート

をご参照ください。
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注

Sysprepコマンドを実行し、OS起動時にSysprepが実施されるイメージをインポートする場合は、以下の

点に注意してください。

• SysprepはOOBE (Out-of-Box Experience) モードを使用した一般化設定のみご利用ください。その

際に、応答ファイルを用意してください。

• 上記以外の場合は初回起動時にシステムウィザード画面になり、この時点ではリモートデスクトップ接続

ができないため、システムウィザードの操作ができません。

• インポートしたイメージを使用して仮想サーバを作成する場合、以下の項目は応答ファイルで設定したも

のは適用されません。

• Administratorパスワード：IaaSポータルまたはAPIにて指定したものです。

• マシン名：システムで設定されているものです。

ライセンスの取扱い

インポートしたOS種別ごとのライセンスの取扱いを以下に示します。

表 50 : インポートしたOS種別ごとのライセンスの取扱い

インポートしたOS種別 ライセンスの取扱い

Windows インポートしたイメージをもとに仮想サーバを配備した場合の Windows OSの

ライセンスは、SPLAライセンスへ自動的に変更されます。また、そのライセンス

の課金方式は月額課金が適用されます。

Windowsに同梱されているSQL Serverのライセンスについても同様です。

仮想サーバの配備後にKMS認証を実施してください。
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インポートしたOS種別 ライセンスの取扱い

Linux • Red Hat Enterprise Linux

インポート前にCloud Accessの利用登録が必要です。インポートしたイ

メージから作成した仮想サーバに対して、Red Hat社または富士通から購

入したサブスクリプションを割り当てて使用します。

Cloud Accessの利用登録時は以下の情報を指定します。

• Cloud Provider
FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O

• Cloud Provider Account Number

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-Oの契約番号

• Product Name

移行対象のRHELで使用するサブスクリプションの名前

• Quantity

移行対象のRHELで使用するサブスクリプションの種別数（≠割当て数）

IaaSではOS料金は発生しません。なお、毎月、お客様の「法人名」、

「メールアドレス」および「インポートしたRHELイメージから作成した仮想サー

バの数」が、Red Hat社に報告されます。Cloud Accessについては以下を

参照してください。

https://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/cloud-
access

なお、Cloud Accessの利用登録を解除する場合は、RedHat社にお問

い合わせください。

注

• 共通ネットワークサービスで提供されるRHUIは使用できませ

ん。RHUI Agentをインストールしないでください。

• IaaSのソフトウェアサポートサービスを受けることはできません。

OSに対するサポートサービスはサブスクリプション購入先から

提供されます。

• CentOS

ライセンスは不要です。

• Rocky Linux

ライセンスは不要です。

• Ubuntu

ライセンスは不要です。

利用方法

移行元仮想サーバのイメージをIaaS上へインポートするために、以下の作業を実施します。
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図 28 : 仮想サーバインポート利用の流れ

2.1.10.1.2 移行元仮想環境での作業
[対象リージョン：全リージョン]

移行元仮想環境で稼働している仮想サーバに対するIaaS環境への移行に必要な作業を説明します。

移行元仮想環境における必要な環境設定は仮想サーバのOS種別によって異なります。

OS種別ごとの環境設定内容は以下のとおりです。

• Windows Serverの場合

• ファイアーウォールの無効化

• Cloudbase-initのアンインストール

• Linuxの場合

• SSHサーバのインストール

• cloud-initのインストール、cloud.cfgの設定

• ブートログ出力先の設定

• ネットワーク設定（DHCP接続）

• Zeroconfの無効化

• ファイアーウォールの無効化

• virtioドライバの有効化

注

• 移行元がVMware環境の場合、VMware Toolsをアンインストールしてください。

• 仮想サーバのOSがRHELの場合、Linux パッケージのインストール作業など、サブスクリプションが必要

な手順を実施後にサブスクリプションサービスの登録解除をしてください。

移行元OSがWindows Serverの場合
[対象リージョン：全リージョン]

移行元仮想環境で稼働している仮想サーバのOSがWindows Serverの場合、IaaS環境への移行に必要な作業を

説明します。

ここで説明する作業手順は、移行元OSが以下のバージョンに該当する場合です。

• Windows 2012
• Windows 2012 R2
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• Windows 2016
• Windows 2019

移行元となる仮想環境上および仮想サーバのOS上で、以下の作業を実施します。

重要

• 仮想環境のコンソールを使用して操作してください。ネットワーク設定に影響があるため、リモートデスクトッ

プなどの外部からは接続しないでください。

例）VMware vSphere Clientから仮想マシンコンソールを起動、操作します。

• 設定を変更する前に移行元仮想環境上でバックアップを取得し、復旧できるようにしておいてください。

手順

1. ファイアーウォール機能の無効化

コントロールパネルから「Windowsファイアウォール」設定を開き、無効化します。

注

サードパーティ社製のファイアーウォール製品を導入している場合は、製品マニュアルに従って無効化してく

ださい。

2. Cloudbase-Initのアンインストール

移行対象となる仮想サーバにCloudbase-Initがインストールされている場合は、アンインストールしてください。

3. OSのシャットダウン

OSをシャットダウンします。

移行元OSがRHEL7の場合
[対象リージョン：全リージョン]

移行元仮想環境で稼働している仮想サーバのOSがRHEL7の場合、IaaS環境への移行に必要な作業を説明しま

す。

移行元となる仮想環境上および仮想サーバのOS上で、以下の作業を実施します。

重要

• 本手順に記載されたコマンド操作は一例であり、操作方法にはお客様環境により若干の差異がある場合

があります。各操作はお客様の責任および判断にて、環境に応じて実行してください。

• 仮想環境のコンソールを使用して操作してください。ネットワーク設定に影響があるため、リモートデスクトッ

プなどの外部からは接続しないでください。

例）VMware vSphere Clientから仮想マシンコンソールを起動、操作します。

• 設定を変更する前に移行元仮想環境上でバックアップを取得し、復旧できるようにしておいてください。

手順

1. VMware Toolsのアンインストール

移行対象となる仮想サーバにVMware Toolsがインストールされている場合は、アンインストールしてください。

# vmware-uninstall-tools.pl

または

# rpm -e open-vm-tools

2. NetworkManagerの有効化

NetworkManagerを有効にします。

# systemctl enable NetworkManager
# systemctl start NetworkManager

3. ネットワークインターフェース名の変更

移行後の環境でネットワークが正しく設定されるように、ネットワークインターフェース名を変更します。

a. /etc/default/grubを退避します。
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# cp -p /etc/default/grub /etc/default/grub.bak

b. /etc/default/grubを編集します。

# vi /etc/default/grub

以下のように、GRUB_CMDLINE_LINUXに”net.ifnames=0” および ”biosdevname=0” を追加します。

変更前）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=rhel/root rd.lvm.lv=rhel/swap rhgb
 quiet"

変更後）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=rhel/root rd.lvm.lv=rhel/swap rhgb
 quiet net.ifnames=0 biosdevname=0"

c. /boot/grub2/grub.cfgに対して変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

d. OSを再起動します。

# reboot

e. ネットワークインターフェース"eth0"が表示されることを確認します。

# ip addr show

f. ネットワークインターフェースの設定ファイルを退避します。

# cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16780032
/etc/sysconfig/network-scripts/org.ifcfg-eno16780032

※上記のファイル名"ifcfg-eno16780032"は一例です。

※退避するファイルの名前の"org."は先頭に付けてください。

g. ネットワークインターフェースの設定ファイルのファイル名を変更します。

# mv /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16780032
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

h. ネットワークインターフェースの設定ファイルを編集します。

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

以下のように変更します。

NAME=eth0
DEVICE=eth0

以下の行がある場合は削除します。

HWADDR=00:0c:29:e6:f2:e9

※上記の値は一例です。

i. OSを再起動します。

# reboot

j. ネットワークインターフェース"eth0"に設定が反映されたことを確認します。

# ip addr show

4. ブートログ出力先の設定

カーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込めるように、GRUBの設定を変更します。

a. /etc/default/grubを編集します。

# vi /etc/default/grub

以下のように、" GRUB_CMDLINE_LINUX"の値から"rhgb quiet"を削除し、"console=tty0
console=ttyS0,115200"を追加します。

変更前）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0"

変更後）
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GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200 net.ifnames=0
 biosdevname=0"

以下のように、定義をgrubの末尾に追加または変更します。

GRUB_TERMINAL="serial console"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=ttyS0 modprobe.blacklist=floppy"
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"

b. /boot/grub2/grub.cfg に対して、/etc/default/grubの変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

c. OSを再起動します。

# reboot

5. サブスクリプションの割当て

仮想サーバにサブスクリプションを割り当てていない場合は以下を行います。

a. サブスクリプションサービスへの登録

以下のコマンドを入力したあと、Red Hatアカウントのユーザー名とパスワードを入力して、システムをサブスクリプ

ションサービスに登録します。

# subscription-manager register

b. 割当て可能なサブスクリプションの確認

サブスクリプションサービスに登録されている割当て可能なサブスクリプションを確認します。以下のコマンドを実行

したあと、仮想サーバに割り当てるサブスクリプションのPool IDを控えておきます。

# subscription-manager list --available | less

c. サブスクリプションの割当て

手順2で控えておいたPool IDを指定して、仮想サーバにサブスクリプションを割り当てます。

# subscription-manager subscribe --pool=<Pool ID>

6. SSHサーバのインストール

SSHサーバを、以下の手順でインストールします。

# yum -y install openssh-server
# systemctl enable sshd.service
# systemctl start sshd.service

ヒント

必要に応じてSSHサービスを設定してください。

7. cloud-initのインストール

cloud-initをインストールします。

# yum -y install cloud-init --enablerepo=rhel-7-server-rh-common-rpms

8. サブスクリプションサービスの登録解除

サブスクリプションサービスへのシステムの登録を解除します。

# subscription-manager unregister

9. cloud.cfgの設定

/etc/cloud/cloud.cfgに対して、cloud-initの動作を設定します。

# vi /etc/cloud/cloud.cfg

仮想サーバのメタデータに関する定義を設定します。

datasource_list: ['OpenStack']
datasource:
  OpenStack:
    timeout: 180

ssh_deletekeysの設定値が0ではない場合、以下のとおり、0を設定します。

ssh_deletekeys: 0
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ヒント

上記以外にもcloud-initの動作を設定できます。設定方法についてはcloud-initのサポートサイトを参照

してください。

10.ネットワーク設定（DHCP接続）

以下の手順でネットワーク設定を実施します。

a. ネットワーク設定をDHCPに変更します。

# nmcli connection modify eth0 ipv4.method auto
# nmcli connection modify eth0 ipv4.addresses "" ipv4.gateway ""

b. ネットワークインターフェースを再起動します。

# nmcli connection down eth0
# nmcli connection up eth0

c. ネットワーク設定が"eth0"に反映されたことを確認します。

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

以下を確認します。

• 「BOOTPROTO=dhcp」となっていること

• 「IPADDR=」が存在しないこと

• 「PREFIX=」が存在しないこと

• 「GATEWAY=」が存在しないこと

11.virtioドライバの有効化

initramfsを、移行後のOS起動に必要なvirtioドライバが組み込まれたものに置き換えます。

a. initramfsをバックアップします。

# cd /boot
# mv initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img.bak

※上記のファイル名"initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img"は一例です。

b. virtioドライバが組み込まれたinitramfsを作成します。

# dracut --add-drivers 'virtio virtio_ring virtio_blk virtio_net virtio_pci'

c. initramfsが正常に生成されたことを確認します。

# ls -l initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img

12.Zeroconfの無効化

Zeroconfを無効化して、移行後の仮想サーバがメタデータを取得できるようにします。

# vi /etc/sysconfig/network

以下の行を追記します。

NOZEROCONF=yes

13.ファイアーウォールの無効化

# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld

14.OSのシャットダウン

OSをシャットダウンします。

# shutdown -h now

移行元OSがRHEL8の場合
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

移行元仮想環境で稼働している仮想サーバのOSがRHEL8の場合、IaaS環境への移行に必要な作業を説明しま

す。

移行元となる仮想環境上および仮想サーバのOS上で、以下の作業を実施します。
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重要

• 本手順に記載されたコマンド操作は一例であり、操作方法にはお客様環境により若干の差異がある場合

があります。各操作はお客様の責任および判断にて、環境に応じて実行してください。

• 仮想環境のコンソールを使用して操作してください。ネットワーク設定に影響があるため、リモートデスクトッ

プなどの外部からは接続しないでください。

例）VMware vSphere Clientから仮想マシンコンソールを起動、操作します。

• 設定を変更する前に移行元仮想環境上でバックアップを取得し、復旧できるようにしておいてください。

手順

1. VMware Toolsのアンインストール

移行対象となる仮想サーバにVMware Toolsがインストールされている場合は、アンインストールしてください。

# rpm -e open-vm-tools open-vm-tools-desktop

2. サブスクリプションの割当て

仮想サーバにサブスクリプションを割り当てていない場合は、以下を実施します。

a. サブスクリプションサービスへの登録

以下のコマンドを入力したあと、Red Hatアカウントのユーザー名とパスワードを入力して、システムをサブスクリプ

ションサービスに登録します。

# subscription-manager register

b. 割当て可能なサブスクリプションの確認

サブスクリプションサービスに登録されている割当て可能なサブスクリプションを確認します。以下のコマンドを実行

したあと、仮想サーバに割り当てるサブスクリプションのPool IDを控えておきます。

# subscription-manager list --available | less

c. サブスクリプションの割当て

手順2で控えておいたPool IDを指定して、仮想サーバにサブスクリプションを割り当てます。

# subscription-manager subscribe --pool=<Pool ID>

3. cloud-initのインストール

cloud-initを、以下の手順でインストールします。

a. cloud-initのインストール

# dnf -y install cloud-init

b. cloud-initの確認

cloud-initが正常にインストールされているか確認します。

# rpm -qi cloud-init

cloud-initの情報が表示されることを確認します。

4. cloud.cfgの設定

/etc/cloud/cloud.cfgに cloud-initの動作を設定します。

# vi /etc/cloud/cloud.cfg

仮想サーバのメタデータに関する定義を設定します。

datasource_list: ['OpenStack']
datasource:
 OpenStack:
  timeout: 180

ssh_deletekeysの設定値が0、またはfalseではない場合、以下のとおり設定します。

デフォルトの設定値が数値型(1)の場合は、以下のどちらかを設定します。

デフォルトの設定値がboolean型(true)の場合は、boolean型(false)を設定します。

ssh_deletekeys: 0
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ssh_deletekeys: false

ヒント

上記以外にもcloud-initの動作を設定できます。設定方法についてはcloud-initのサポートサイトを参照

してください。

5. サブスクリプションサービスの登録解除

サブスクリプションサービスへのシステムの登録を解除します。

# subscription-manager unregister

6. ブートログ出力先の設定

カーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込めるように、設定を変更します。

a. /etc/default/grubを退避します。

# cp -p /etc/default/grub /etc/default/grub.bak

b. /etc/default/grubを編集し、grubにカーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込む定義を追加します。

以下のように、定義を末尾に追加または変更します。

# vi /etc/default/grub

GRUB_TERMINAL="serial console"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=ttyS0"
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"

" GRUB_CMDLINE_LINUX"の値から"rhgb quiet"を削除し、"console=tty0 console=ttyS0,115200"を
追記します。

変更前）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root
 rd.lvm.lv=cl/swap rhgb quiet"

変更後）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root
 rd.lvm.lv=cl/swap console=tty0 console=ttyS0,115200"

c. /boot/grub2/grub.cfg への変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

7. ネットワーク設定（DHCP接続）

以下の手順でネットワーク設定を実施します。

a. ネットワークインターフェースの設定ファイルを退避します。

# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# cp -p ifcfg-eno16780032 org.ifcfg-eno16780032

ヒント

• 元ファイル名(ifcfg-eno16780032)は一例であり、環境によって異なります。

• 退避するファイルには、名前の先頭に"org."を付けてください。

b. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<ネットワークインターフェース名>の設定を、以下の内容に修正します。

ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

以下の行がある場合は、各行を削除します。値は例です。

IPADDR=10.4.0.110
PREFIX=22
GATEWAY=10.4.0.220

c. ネットワークを再起動します。

# systemctl restart NetworkManager
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8. ネットワークインターフェース名の変更

a. ネットワークインターフェースの設定ファイル名を変更します。

# mv ifcfg-eno16780032 ifcfg-eth0

b. ネットワークインターフェース設定の設定名とデバイス名を変更します。

Ifcfg-eth0の値を「NAME=eth0」と「DEVICE=eth0」に変更します。

ヒント

「NAME="eth0"」と「DEVICE="eth0"」の記載方法でも問題ありません。

c. /etc/default/grubを編集します。

GRUB_CMDLINE_LINUXに値を追記します。

# vi /etc/default/grub

変更前）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200"

変更後）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200 net.ifnames=0
 biosdevnames=0"

d. /boot/grub2/grub.cfg に/etc/default/grubの変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

9. MACアドレスの削除

a. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0から、ネットワークインターフェースの固有情報を削除します。

「UUID=」と「HWADDR=」の行を削除します。

b. OSを再起動します。

# reboot

10.Zeroconfの無効化

Zeroconfを無効化して、移行後の仮想サーバがメタデータを取得できるようにします。

# vi /etc/sysconfig/network

以下の行がなければ追記します。

NOZEROCONF=yes

11.ファイアーウォールの無効化

# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld
# systemctl stop nftables
# systemctl disable nftables

12.virtioドライバの有効化

initramfsを、移行後のOS起動に必要なvirtioドライバが組み込まれたものに置き換えます。

a. initramfsをバックアップします。

# cd /boot
# mv initramfs-4.18.0-147.el8.x86_64.img initramfs-4.18.0-147.el8.x86_64.img.bak

ヒント

上記のファイル名" initramfs-4.18.0-147.el8.x86_64.img"は一例です。

b. virtioドライバが組み込まれたinitramfsを作成します。

# dracut --add-drivers 'virtio_blk virtio_net'

c. initramfsが正常に生成されたことを確認します。

# ls -l initramfs-4.18.0-147.el8.x86_64.img
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13.OSのシャットダウン

OSをシャットダウンします。

# shutdown -h now

移行元OSがCentOS 7の場合
[対象リージョン：全リージョン]

移行元仮想環境で稼働している仮想サーバのOSがCentOS 7の場合、 IaaS環境への移行に必要な作業を説明し

ます。

移行元となる仮想環境上および仮想サーバのOS上で、以下の作業を実施します。

重要

• 本手順に記載されたコマンド操作は一例であり、操作方法にはお客様環境により若干の差異がある場合

があります。各操作はお客様の責任および判断にて、環境に応じて実行してください。

• 仮想環境のコンソールを使用して操作してください。ネットワーク設定に影響があるため、リモートデスクトッ

プなどの外部からは接続しないでください。

例）VMware vSphere Clientから仮想マシンコンソールを起動、操作します。

• 設定を変更する前に移行元仮想環境上でバックアップを取得し、復旧できるようにしておいてください。

手順

1. VMware Toolsのアンインストール

移行対象となる仮想サーバにVMware Toolsがインストールされている場合は、アンインストールしてください。

# vmware-uninstall-tools.pl

または

# rpm -e open-vm-tools

2. cloud-initのインストール

cloud-initを、以下の手順でインストールします。

• CentOS 7.2以前の場合

a. cloud-initの入手

弊社提供のcloud-initモジュールを、ヘルプデスクから入手します。提供される最新のものを使用してください。

b. cloud-initのインストール

# yum -y install --enablerepo=* --disablerepo=c7-media
 /var/tmp/cloud-init-0.7.5-10.el7.FJ.20160406.noarch.rpm cloud-utils

ヒント

cloud-initモジュールの格納先、ファイル名については、環境に合わせて読み替えてください。

c. cloud-initの確認

富士通提供のcloud-initが正常にインストールされているか確認します。

# rpm -qi cloud-init

富士通提供のcloud-initがインストールされていた場合の表示例を以下に示します。

# rpm -qi cloud-init
Name        : cloud-init
          <--省略-->
Packager    : FUJITSU LIMITED
Vendor      : FUJITSU LIMITED
          <--省略-->

富士通提供のcloud-initがインストールされていない場合、再インストールを行い、富士通提供cloud-initに
入れ替わったことを確認します。

# rpm -e cloud-init
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# rpm -q cloud-init
# rm -rf /var/lib/cloud
# rpm -ivh /var/tmp/cloud-init-0.7.5-10.el7.FJ.20160406.noarch.rpm
# rpm -qi cloud-init

• CentOS7.3以降の場合

a. cloud-initのインストール

# yum -y install cloud-init --enablerepo=* --disablerepo=c7-media

b. cloud-initの確認

cloud-initが正常にインストールされているか確認します。

# rpm -qi cloud-init

cloud-initの情報が表示されることを確認してください。

3. ブートログ出力先の設定

カーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込めるように、設定を変更します。

a. /etc/default/grubを退避します。

# cp -p /etc/default/grub /etc/default/grub.bak

b. /etc/default/grubを編集し、grubにカーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込む定義を追加します。

# vi /etc/default/grub

以下のように、定義を末尾に追加または変更します。

GRUB_TERMINAL="serial console"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=ttyS0"
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"

以下のように、GRUB_CMDLINE_LINUXの値を変更します。

変更前）GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rhgb quiet"
変更後）GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200"

c. /boot/grub2/grub.cfg への変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

4. ネットワーク設定（DHCP接続）

以下の手順でネットワーク設定を実施します。

a. NetworkManagerを有効にします。

# yum -y install NetworkManager
# systemctl enable NetworkManager
# systemctl start NetworkManager

b. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<ネットワークインターフェース名>の設定を、以下の内容に修正します。

ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

c. ネットワークを再起動します。

# systemctl restart NetworkManager

5. ネットワークインターフェース名の変更

a. ネットワークインターフェースの設定ファイルを退避します。

# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# cp -p ifcfg-eno16780032 org.ifcfg-eno16780032

※元ファイル名(ifcfg-eno16780032)は一例であり、環境によって異なります。

※退避するファイルには、名前の先頭に"org."を付けてください。

b. ネットワークインターフェースの設定ファイル名を変更します。

# mv ifcfg-eno16780032 ifcfg-eth0

c. 複製したネットワークインターフェース設定の設定名とデバイス名を変更します。

Ifcfg-eth0の値を「NAME=eth0」と「DEVICE=eth0」に変更します。
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※「NAME="eth0"」と「DEVICE="eth0"」の記載方法でも問題ありません。

d. /etc/default/grubを編集します。

# vi /etc/default/grub

以下のように、GRUB_CMDLINE_LINUXに値を追記します。

追記前）GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200"
追記後）GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200
 net.ifnames=0 biosdevnames=0"

e. /boot/grub2/grub.cfg に対して、/etc/default/grubの変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

6. MACアドレスの削除

a. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0から、ネットワークインターフェースの固有情報を削除します。

「UUID=」と「HWADDR=」の行を削除します。

b. OSを再起動します。

# reboot

7. Zeroconfの無効化

Zeroconfを無効化して、移行後の仮想サーバがメタデータを取得できるようにします。

# vi /etc/sysconfig/network

以下の行を追記します。

NOZEROCONF=yes

8. ファイアーウォールの無効化

# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld

9. virtioドライバの有効化

initramfsを、移行後のOS起動に必要なvirtioドライバが組み込まれたものに置き換えます。

a. initramfsをバックアップします。

# cd /boot
# mv initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img.bak

※上記のファイル名"initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img"は一例です。

b. virtioドライバが組み込まれたinitramfsを作成します。

# dracut --add-drivers 'virtio virtio_ring virtio_blk virtio_net virtio_pci'

c. initramfsが正常に生成されたことを確認します。

# ls -l initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img

10.cloud.cfgの設定

/etc/cloud/cloud.cfgに対して、cloud-initの動作を設定します。

# vi /etc/cloud/cloud.cfg

仮想サーバのメタデータに関する定義を設定します。

datasource_list: ['OpenStack']
datasource:
  OpenStack:
    timeout: 180

ヒント

上記以外にもcloud-initの動作を設定できます。設定方法についてはcloud-initのサポートサイトを参照

してください。

11.OSのシャットダウン

OSをシャットダウンします。

# shutdown -h now
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移行元OSがCentOS 8の場合
[対象リージョン：全リージョン]

移行元仮想環境で稼働している仮想サーバのOSがCentOS 8の場合、 IaaS環境への移行に必要な作業を説明し

ます。

移行元となる仮想環境上および仮想サーバのOS上で、以下の作業を実施します。

重要

• 本手順に記載されたコマンド操作は一例であり、操作方法にはお客様環境により若干の差異がある場合

があります。各操作はお客様の責任および判断にて、環境に応じて実行してください。

• 仮想環境のコンソールを使用して操作してください。ネットワーク設定に影響があるため、リモートデスクトッ

プなどの外部からは接続しないでください。

例）VMware vSphere Clientから仮想マシンコンソールを起動、操作します。

• 設定を変更する前に移行元仮想環境上でバックアップを取得し、復旧できるようにしておいてください。

手順

1. VMware Toolsのアンインストール

移行対象となる仮想サーバにVMware Toolsがインストールされている場合は、アンインストールしてください。

# rpm -e open-vm-tools open-vm-tools-desktop

2. cloud-initのインストール

cloud-initを、以下の手順でインストールします。

a. cloud-initのインストール

# dnf -y install cloud-init

b. cloud-initの確認

cloud-initが正常にインストールされているか確認します。

# rpm -qi cloud-init

cloud-initの情報が表示されることを確認します。

3. cloud.cfgの設定

/etc/cloud/cloud.cfgに cloud-initの動作を設定します。

仮想サーバのメタデータに関する定義を設定します。

# vi /etc/cloud/cloud.cfg

datasource_list: ['OpenStack']
datasource:
 OpenStack:
  timeout: 180

ヒント

上記以外にもcloud-initの動作を設定できます。設定方法についてはcloud-initのサポートサイトを参照

してください。

4. ブートログ出力先の設定

カーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込めるように、設定を変更します。

a. /etc/default/grubを退避します。

# cp -p /etc/default/grub /etc/default/grub.bak

b. /etc/default/grubを編集し、grubにカーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込む定義を追加します。

以下のように、定義を末尾に追加または変更します。

# vi /etc/default/grub

GRUB_TERMINAL="serial console"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=ttyS0"
GRUB_SAVEDEFAULT=true
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GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"

" GRUB_CMDLINE_LINUX"の値から"rhgb quiet"を削除し、"console=tty0 console=ttyS0,115200"を
追記します。

変更前）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root
 rd.lvm.lv=cl/swap rhgb quiet"

変更後）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root
 rd.lvm.lv=cl/swap console=tty0 console=ttyS0,115200"

c. /boot/grub2/grub.cfg への変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

5. ネットワーク設定（DHCP接続）

以下の手順でネットワーク設定を実施します。

a. ネットワークインターフェースの設定ファイルを退避します。

# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# cp -p ifcfg-eno16780032 org.ifcfg-eno16780032

ヒント

• 元ファイル名(ifcfg-eno16780032)は一例であり、環境によって異なります。

• 退避するファイルには、名前の先頭に"org."を付けてください。

b. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<ネットワークインターフェース名>の設定を、以下の内容に修正します。

ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

以下の行がある場合は、各行を削除します。値は例です。

IPADDR=10.4.0.110
PREFIX=22
GATEWAY=10.4.0.220

c. ネットワークを再起動します。

# systemctl restart NetworkManager

6. ネットワークインターフェース名の変更

a. ネットワークインターフェースの設定ファイル名を変更します。

# mv ifcfg-eno16780032 ifcfg-eth0

b. ネットワークインターフェース設定の設定名とデバイス名を変更します。

Ifcfg-eth0の値を「NAME=eth0」と「DEVICE=eth0」に変更します。

ヒント

「NAME="eth0"」と「DEVICE="eth0"」の記載方法でも問題ありません。

c. /etc/default/grubを編集します。

GRUB_CMDLINE_LINUXに値を追記します。

# vi /etc/default/grub

変更前）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200"

変更後）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200 net.ifnames=0
 biosdevnames=0"

d. /boot/grub2/grub.cfg に /etc/default/grubの変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
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7. MACアドレスの削除

a. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0から、ネットワークインターフェースの固有情報を削除します。

「UUID=」と「HWADDR=」の行を削除します。

b. OSを再起動します。

# reboot

8. Zeroconfの無効化

Zeroconfを無効化して、移行後の仮想サーバがメタデータを取得できるようにします。

# vi /etc/sysconfig/network

以下の行がなければ追記します。

NOZEROCONF=yes

9. ファイアーウォールの無効化

# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld
# systemctl stop nftables
# systemctl disable nftables

10.virtioドライバの有効化

initramfsを、移行後のOS起動に必要なvirtioドライバが組み込まれたものに置き換えます。

a. initramfsをバックアップします。

# cd /boot
# mv initramfs-4.18.0-147.el8.x86_64.img initramfs-4.18.0-147.el8.x86_64.img.bak

ヒント

上記のファイル名" initramfs-4.18.0-147.el8.x86_64.img"は一例です。

b. virtioドライバが組み込まれたinitramfsを作成します。

# dracut --add-drivers 'virtio_blk virtio_net'

c. initramfsが正常に生成されたことを確認します。

# ls -l initramfs-4.18.0-147.el8.x86_64.img

11.OSのシャットダウン

OSをシャットダウンします。

# shutdown -h now

移行元OSがRocky Linux 8の場合
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

移行元仮想環境で稼働している仮想サーバのOSがRocky Linux 8の場合、IaaS環境への移行に必要な作業を説

明します。

移行元となる仮想環境上および仮想サーバのOS上で、以下の作業を実施します。

重要

• 本手順に記載されたコマンド操作は一例であり、操作方法にはお客様環境により若干の差異がある場合

があります。各操作はお客様の責任および判断にて、環境に応じて実行してください。

• 仮想環境のコンソールを使用して操作してください。ネットワーク設定に影響があるため、リモートデスクトッ

プなどの外部からは接続しないでください。

例）VMware vSphere Clientから仮想マシンコンソールを起動、操作します。

• 設定を変更する前に移行元仮想環境上でバックアップを取得し、復旧できるようにしておいてください。
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手順

1. VMware Toolsのアンインストール

移行対象となる仮想サーバにインストールされているVMware Toolsが不要な場合は、アンインストールしてくださ

い。

2. cloud-initのインストール

以下の手順でcloud-initをインストールします。

a. cloud-initのインストール

# dnf -y install cloud-init

b. cloud-initが正常にインストールされているかを確認

# rpm -qi cloud-init

cloud-initの情報が表示されることを確認します。

3. cloud.cfgの設定

/etc/cloud/cloud.cfgに cloud-initの動作を設定します。

仮想サーバのメタデータに関する定義を設定します。

# vi /etc/cloud/cloud.cfg

datasource_list: ['OpenStack']
datasource:
 OpenStack:
  timeout: 180

ヒント

上記以外にもcloud-initの動作を設定できます。設定方法についてはcloud-initのサポートサイトを参照

してください。

4. ブートログ出力先の設定

カーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込めるように、設定を変更します。

a. /etc/default/grubを退避します。

# cp -p /etc/default/grub /etc/default/grub.bak

b. /etc/default/grubを編集し、grubにカーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込む定義を追加します。

以下のように、定義を末尾に追加または変更します。

# vi /etc/default/grub

GRUB_TERMINAL="serial console"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=ttyS0"
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"

" GRUB_CMDLINE_LINUX"の値から"rhgb quiet"を削除し、"console=tty0 console=ttyS0,115200"を
追記します。

変更前）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root
 rd.lvm.lv=cl/swap rhgb quiet"

変更後）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root
 rd.lvm.lv=cl/swap console=tty0 console=ttyS0,115200"

c. /boot/grub2/grub.cfg への変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

5. ネットワーク設定（DHCP接続）

以下の手順でネットワークを設定します。

a. ネットワークインターフェースの設定ファイルを退避します。

# cd /etc/sysconfig/network-scripts
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# cp -p ifcfg-ens192 org.ifcfg-ens192

ヒント

• 元ファイル名(ifcfg-ens192)は一例であり、環境によって異なります。

• 退避するファイルには、名前の先頭に"org."を付けてください。

b. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<ネットワークインターフェース名>の設定を、以下の内容に修正します。

ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

以下の行がある場合は、各行を削除します。値は例です。

IPADDR=10.4.0.110
PREFIX=22
GATEWAY=10.4.0.220

c. ネットワークを再起動します。

# systemctl restart NetworkManager

6. ネットワークインターフェース名の変更

a. ネットワークインターフェースの設定ファイル名を変更します。

# mv ifcfg-eno16780032 ifcfg-eth0

b. ネットワークインターフェース設定の設定名とデバイス名を変更します。

Ifcfg-eth0の値を「NAME=eth0」と「DEVICE=eth0」に変更します。

ヒント

「NAME="eth0"」と「DEVICE="eth0"」の記載方法でも問題ありません。

c. /etc/default/grubを編集します。

GRUB_CMDLINE_LINUXに値を追記します。

# vi /etc/default/grub

変更前）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200"

変更後）

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=tty0 console=ttyS0,115200 net.ifnames=0
 biosdevnames=0"

d. /boot/grub2/grub.cfg に/etc/default/grubの変更を反映します。

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

7. MACアドレスの削除

a. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0から、ネットワークインターフェースの固有情報を削除します。

「UUID=」と「HWADDR=」の行を削除します。

b. OSを再起動します。

# reboot

8. Zeroconfの無効化

Zeroconfを無効化して、移行後の仮想サーバがメタデータを取得できるようにします。

# vi /etc/sysconfig/network

以下の行がなければ追記します。

NOZEROCONF=yes

9. ファイアーウォールの無効化

# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld
# systemctl stop nftables
# systemctl disable nftables

- 103 -



10.virtioドライバの有効化

initramfsを、移行後のOS起動に必要なvirtioドライバが組み込まれたものに置き換えます。

a. initramfsをバックアップします。

# cd /boot
# mv initramfs-4.18.0-348.el8.0.2.x86_64.img
 initramfs-4.18.0-348.el8.0.2.x86_64.img.bak

ヒント

上記のファイル名"initramfs-4.18.0-348.el8.0.2.x86_64.img"は一例です。

b. virtioドライバが組み込まれたinitramfsを作成します。

# dracut --add-drivers 'virtio_blk virtio_net'

c. initramfsが正常に生成されたことを確認します。

# ls -l initramfs-4.18.0-348.el8.0.2.x86_64.img

11.OSのシャットダウン

OSをシャットダウンします。

# shutdown -h now

移行元OSがUbuntuの場合
[対象リージョン：全リージョン]

移行元仮想環境で稼働している仮想サーバのOSがUbuntuの場合、IaaS環境への移行に必要な作業を説明しま

す。

移行元となる仮想環境上および仮想サーバのOS上で、以下の作業を実施します。

重要

• 本手順に記載されたコマンド操作は一例であり、操作方法にはお客様環境により若干の差異がある場合

があります。各操作はお客様の責任および判断にて、環境に応じて実行してください。

• 仮想環境のコンソールを使用して操作してください。ネットワーク設定に影響があるため、リモートデスクトッ

プなどの外部からは接続しないでください。

例）VMware vSphere Clientから仮想マシンコンソールを起動、操作します。

• 設定を変更する前に移行元仮想環境上でバックアップを取得し、復旧できるようにしておいてください。

手順

1. VMware Toolsのアンインストール

移行対象となる仮想サーバにVMware Toolsがインストールされている場合は、アンインストールしてください。

# vmware-uninstall-tools.pl

2. SSHサーバのインストール

SSHサーバを、以下の手順でインストールします。

# apt-get install openssh-server

ヒント

必要に応じてSSHサービスを設定してください。

3. cloud-initのインストール

cloud-initを、以下の手順でインストールします。

# apt-get install cloud-init
# dpkg-reconfigure cloud-init

4. ブートログ出力先設定

カーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込めるように設定を変更します。

a. /etc/default/grubを退避し、grubにカーネルがブートログをttyS0デバイスに書き込む定義を追加します。
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# cp -p /etc/default/grub /root/grub.bak
# vi /etc/default/grub

grubに以下の設定を追記します。

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=console=tty0 console=ttyS0,115200
GRUB_TERMINAL=console

b. 以下のコマンドを実行し、設定を反映します。

# update-grub

5. ネットワーク設定（DHCP接続）

以下の手順でネットワーク設定を実施します。

/etc/network/interfaces に定義されているネットワークインターフェースの定義で、DHCP接続となるよう設定しま

す。

# vi /etc/network/interfaces

以下はeth0の設定例です。

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

6. MACアドレス削除

a. 設定ファイルを退避します。ファイルが存在しない場合は作業不要です。

# cp /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules \
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules.bak
# cp /lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules \
/lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules.bak

b. MACアドレス情報を削除します。

# rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# rm /lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules
# touch /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# touch /lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules

7. ファイアーウォール無効化

a. iptables-persistentを以下のコマンドでインストールします。

# apt-get install iptables-persistent

b. iptables設定を初期化し、設定を永続化します。

• ubuntu14以前の場合

# iptables -F
# /etc/init.d/iptables-persistent save

• ubuntu16以降の場合

# iptables -F
# /etc/init.d/netfilter-persistent save

8. cloud.cfgの設定

/etc/cloud/cloud.cfgに対して、cloud-initの動作を設定します。

# vi /etc/cloud/cloud.cfg

仮想サーバのメタデータに関する定義を設定します。

datasource_list: ['OpenStack']
datasource:
  OpenStack:
    timeout: 180

ヒント

上記以外にもcloud-initの動作を設定できます。設定方法についてはcloud-initのサポートサイトを参照

してください。
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9. OSのシャットダウン

OSをシャットダウンします。

# shutdown -h now

仮想サーバイメージの採取
[対象リージョン：全リージョン]

移行元仮想環境から仮想サーバイメージを採取します。

移行元仮想環境によって採取するイメージは異なります。

• VMware（ESXi）環境の場合：ovf形式

• KVM環境の場合：qcow2形式

注

qcow2形式イメージは東日本リージョン3／西日本リージョン3だけ利用できます。

各形式でのイメージ採取方法は、移行元仮想環境のマニュアルを参照してください。

例）VMware vSphere Clientからovf 形式イメージを採取する場合

1. 採取対象のVMを選択します。

2. メニューから[ファイル]>[エクスポート]>[OVFテンプレートのエクスポート]を選択します。

3. エクスポート先ディレクトリを指定し、OKボタンを押すとイメージが採取されます。

2.1.10.1.3 IaaS環境での作業
イメージの転送 [東日本第1／第2、西日本第1／第2]
イメージの転送

[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

移行元仮想環境から採取したイメージは、オブジェクトストレージサービスを経由して、IaaSイメージとして登録します。

• オブジェクトストレージサービスを使用するために、コンテナおよびオブジェクトを作成／削除できるユーザーが必要で

す。

• 転送対象のイメージは、仮想マシンのイメージファイルです。

VMwareの場合はvmdkファイルです。

• イメージファイル名は、以下のように、拡張子を必ず指定してください。

<任意の文字列>.vmdk

オブジェクトストレージサービス上にイメージ格納用のコンテナを作成し、採取したイメージファイルをアップロードします。

注

• オブジェクトストレージにアップロードした時点から、アップロードした容量分の利用料金が発生しますので、

注意してください。

• イメージファイルのサイズが5GB以内の場合は、一括アップロードが可能です。5GBを超える場合は、分割

してアップロードする必要があります。

イメージの転送 [東日本第3／西日本第3]
イメージの転送

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

移行元仮想環境から採取したイメージは、オブジェクトストレージサービスを経由してIaaSイメージとして登録します。

• 転送対象のイメージは、仮想マシンのイメージファイルです。

VMwareの場合はvmdkファイルです。

• イメージファイル名は、以下のように、拡張子を必ず指定してください。

<任意の文字列>.vmdk
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オブジェクトストレージへのアップロードには、curlコマンドを使用します。例として、移行元仮想環境がCentOS 7.2の場

合のアップロード手順を以下に示します。

手順

1. トークンの取得

トークンを取得するためには、利用者管理サービスのAPI（POST /v3/auth/tokens）を実行します。詳細はAPIリ
ファレンスを参照してください。

2. 変数を定義

移行元仮想環境に以下の変数を定義します。

# OBJECTSTORAGE=<オブジェクトストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<アップロード先のプロジェクトID>
# CONTAINER=<アップロード先のコンテナ名>
# OBJECT=<アップロード先でのイメージファイル名>
# FILE_PATH=<移行元仮想環境のイメージファイルの絶対パスまたは相対パス>

3. イメージファイルのアップロード

以下のコマンドを実行します。

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT} -X PUT -T ${FILE_PATH}

仮想サーバイメージインポート機能を参照し、アップロードしたイメージファイルを仮想サーバのイメージとして登録します。
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ヒント

• イメージファイルが破損していないかチェックする場合、イメージ登録APIのchecksumパラメーターを利用し

てください。

• 上記手順（トークンの取得、イメージファイルのアップロード）および、イメージファイルの登録までを実行する

シェルスクリプトの実行サンプルを以下に示します。

上記手順（トークンの取得、イメージファイルのアップロード）および、イメージファイルの登録までを実行する

シェルスクリプトの実行サンプルを以下に示します。

アカウント情報などはお客様環境に合わせて変更してください。

実行サンプル

#!/bin/bash

##### お客様のご利用環境に応じて以下の情報を変更してください。
PROJECT_ID=00000000000000000000000000000000 # プロジェクトID
DOMAIN=testdomain1                          # ドメイン名
USER=testuser1                              # ユーザ名
PASSWORD=********                           # パスワード

NAME=CentOS7.2                              # VMイメージ名
OS_TYPE=centos                              # 移行元VMイメージのOS種別
OBJECT=CentOS7.2_en_2018xxxx-disk1.vmdk     # 移行元VMイメージファイル名
FILE_PATH=/home/vmimport/image/${OBJECT}    # 移行元VMイメージファイルパス
CONTAINER=upload_dir                        # 移行元VMイメージファイルアップロー
ドディレクトリ名
#####

IDENTITY_EP=https://identity.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com
OBJECTSTORAGE_EP=https://objectstorage.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com
IMAGE_IMPORT_EP=https://import-export.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com

# トークン取得
TOKEN=`curl -ikSs -X POST -H "Content-Type: application/json" -H
 "Accept: application/json" ${IDENTITY_EP}/v3/auth/tokens -d '{"auth":
{"identity":{"methods":["password"],"password":{"user":{"domain":
{"name":"'${DOMAIN}'"},"name":"'${USER}'","password":"'${PASSWORD}'"}}}, "scope":
{"project":{"id":"'${PROJECT_ID}'"}}}}' | awk '/X-Subject-Token/{print $2}' | tr
 -d "\r"`

# イメージアップロード
echo "=== upload image start ==="
curl -Ss -X PUT -H "Content-Type: application/octet-stream" -H "X-Auth-Token:
 ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE_EP}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/${CONTAINER}/${OBJECT} -T
 ${FILE_PATH}
echo "=== upload image end ==="

# イメージ登録
echo "=== import image start ==="
CONVERSION=true
LOCATION=/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/${CONTAINER}/${OBJECT}
RESPONSE=`curl -Ss -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "X-Auth-
Token: ${TOKEN}" ${IMAGE_IMPORT_EP}/v1/imageimport -d '{"name": "'${NAME}'",
 "location": "'${LOCATION}'", "conversion": '${CONVERSION}', "os_type":
 "'${OS_TYPE}'"}'`
echo ${RESPONSE}
IMPORT_ID=`echo ${RESPONSE} | jq -r .import_id`

STATUS=queued
while :
do
  TOKEN=`curl -ikSs -X POST -H "Content-Type: application/json" -H
 "Accept: application/json" ${IDENTITY_EP}/v3/auth/tokens -d '{"auth":
{"identity":{"methods":["password"],"password":{"user":{"domain":
{"name":"'${DOMAIN}'"},"name":"'${USER}'","password":"'${PASSWORD}'"}}}, "scope":
{"project":{"id":"'${PROJECT_ID}'"}}}}' | awk '/X-Subject-Token/{print $2}' | tr
 -d "\r"`
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  RESPONSE=`curl -Ss -X GET -H "Content-Type: application/json" -H "X-Auth-Token:
 ${TOKEN}" ${IMAGE_IMPORT_EP}/v1/imageimport/${IMPORT_ID}/status`
  STATUS=`echo ${RESPONSE} | jq -r .import_status`
  if [ -n "${STATUS}" ]; then
    if [ "${STATUS}" = "processing" -o "${STATUS}" = "queued" ]; then
      printf "%s" "#"
      sleep 600s
    else
      echo
      break;
    fi
  else
    break;
  fi
done
echo "=== import image end ==="
if [ -z "${STATUS}" -o ${STATUS} = "failed" ]; then
  echo ${RESPONSE}
  echo ${RESPONSE} | jq -r .message
  exit 1
fi
exit 0

仮想サーバイメージインポート機能
[対象リージョン：全リージョン]

お客様のオンプレミス仮想環境で動作している仮想サーバから作成したイメージを指定して、インポート処理をシステム

に依頼する機能を提供します。また、依頼したインポート処理の状況を確認する機能も提供します。

仮想サーバイメージ登録機能

以下の情報を指定して、仮想サーバイメージの登録処理を依頼します。依頼が成功するとインポートIDが発行されま

す。

表 51 : 仮想サーバイメージ登録 設定項目一覧

項目 説明 必須

イメージ名 イメージ保管サービスで参照できるイメージ名を指定する ◯

イメージファイルの格納場所 移行元仮想サーバイメージをアップロードしたオブジェクトストレージ

URLの一部を、以下の形式で指定する

"/v1/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>/<オブジェクト名>"

東日本リージョン3／西日本リージョン3は以下の形式

"/v2/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>/<オブジェクト名>"

◯

チェックサム値 移行元仮想サーバイメージファイルを検証する場合は、SHA1チェック

サム値を指定する。指定しない場合は、チェックサム検証をしない

イメージID パラメーター省略時は、IaaS サービス基盤にてuuidが自動で採番さ

れる。利用者が独自で取得したIDを利用したい場合は、本パラメー

ターを指定することが可能。指定するuuidは、必ず「uuidgen」などの

uuid作成用のコマンドで作成したものを使用する必要がある

最小メモリ容量 イメージを使用するために必要な最小メモリ容量 (MB) を指定する

最小ディスク容量 イメージを使用するために必要な最小ディスク容量 (GB) を指定する
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項目 説明 必須

OS種別 移行元仮想サーバイメージ内のOS種別を、以下のどれかから指定

する

• win2012SE：Windows Server 2012 SE
• win2012R2SE：Windows Server 2012 R2 SE
• win2016SE_ja：Windows Server 2016 SE（日本語版）

• win2019SE：Windows Server 2019 SE （※）

• win2012SE_SQL2012SE：Windows Server 2012 SE SQL 
Server 2012 SE

• win2012SE_SQL2012EE：Windows Server 2012 SE SQL 
Server 2012 EE

• win2012R2SE_SQL2012SE：Windows Server 2012 R2 
SE SQL Server 2012 SE

• win2012R2SE_SQL2012EE：Windows Server 2012 R2 
SE SQL Server 2012 EE

• win2012R2SE_SQL2014SE：Windows Server 2012 R2 
SE SQL Server 2014 SE

• win2012R2SE_SQL2014EE：Windows Server 2012 R2 
SE SQL Server 2014 EE

• win2016SE_SQL2016SE：Windows Server 2016 SE SQL 
Server 2016 SE

• win2019SE_SQL2019SE：Windows Server 2019 SE SQL 
Server 2019 SE （※）

• rhel7：Red Hat Enterprise Linux 7
• rhel8：Red Hat Enterprise Linux 8 （※）

• centos：CentOS
• rocky：Rocky Linux
• ubuntu：Ubuntu

注

本操作で指定するOS種別は、インポートするOSの実態

に合ったものを指定してください。実態と異なっている場合

は、以下の問題が発生する場合があります。

• 仮想サーバが正常に起動しない

• OSサポートが正しく受けられない

• 実態と異なるOSサポート費用が請求される

◯

※： 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ利用できます。

仮想サーバイメージ登録状況一覧の取得

ドメイン内でシステムに依頼済みの、イメージ登録処理の一覧を取得します。一覧には、システムに依頼した日時が新

しいものから順に出力されます。また、それぞれの登録処理に対して、簡単なステータス情報も取得できます。

• succeeded

イメージ登録処理が正常に完了したことを示します。

• failed

イメージ登録処理が失敗したことを示します。

• processing
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イメージ登録処理が実行中であることを示します。

• queued

イメージ登録依頼が処理開始待ち状態であることを示します。

• cancelling

イメージ登録処理が中止途中であることを示します。

• canceled

イメージ登録処理が中止済みであることを示します。

仮想サーバイメージ登録状況

1件の仮想サーバイメージ登録処理に関して、インポートIDを指定してインポート処理状況の詳細情報を取得します。

• 登録処理のステータス情報

• 進行度（0～100%）

• イメージ登録時に指定した各項目値

実行中インポート処理の中止機能

1件の仮想サーバイメージ登録処理に関して、インポートIDを指定して処理の中止を依頼します。

注

• 本機能は、東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ使用できます。

• 該当インポート処理のステータスが未完了の場合だけ、中止を依頼できます。

• 同じインポートIDに対して、複数の中止依頼を登録できません。

• 一度登録された中止依頼はキャンセルできません。

2.1.10.1.4 インポート後の仮想サーバイメージの取扱い
仮想サーバの作成

[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバイメージを使用して、IaaS仮想サーバサービスの仮想サーバ作成APIを実行します。仮想サーバ作

成API（POST /v2/servers）については、APIリファレンスを参照してください。

ヒント

仮想サーバに固定IPアドレスを割り当てる場合、仮想サーバを配備するネットワークに対して事前に固

定IPアドレスのポートを作成し、そのポートを仮想サーバ作成時に割り当ててください。

仮想サーバ作成時は、以下の点に注意してください。

• 初回ログインユーザー用のパスワードの取得、または公開鍵設定を行ってください。

• 作成するサーバに、外部からのアクセスが可能なセキュリティグループを設定してください。

仮想サーバへの初回ログイン
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバの作成後、OS種別ごとに初回ログインを実施します。

作成した仮想サーバのOSがWindowsの場合

リモートデスクトップ接続を使用して、Administratorユーザーでログインし、パスワードを変更します。

パスワードは仮想サーバ作成時に仮想サーバの管理者ユーザーパスワードについてで取得したものを使用します。

パスワードを変更したらイベントログを参照して、移行エージェントがアンインストールされたことを確認してください。

1. Administratorでログイン
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2. パスワード変更

パスワード設定画面が表示されなければ、一度RDPを解除して待ってください。
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3. 仮想サーバにログインしたら、イベントログを参照してください。

作成した仮想サーバのOSがLinuxの場合

移行元仮想サーバイメージに対して、Cloud-initに設定したユーザーでログインします。パスワードは、仮想サーバ作成

時にユーザー情報で付与したパスワード、または公開鍵設定に合致する秘密鍵を指定してください。

仮想サーバのKMSライセンス認証（Windowsだけ）
[対象リージョン：全リージョン]

- 113 -



Windows Serverは、サーバ起動後に必要に応じてKMSライセンス認証設定とアクティベーションを実施してくださ

い。KMS ライセンス認証方法は、ヘルプデスクまでご連絡ください。

イメージ登録API操作で、KMSライセンス認証の自動設定を行うこともできます。自動設定している場合は、設定済み

またはアクティベーション済みとなっていることを、以下の手順で確認してください。

KMSライセンス認証状態確認操作

1. Administrator権限でコマンドプロンプトを起動します。

2. 以下のコマンドを実行します。

cscript %WINDIR%\system32\slmgr.vbs /dlv

表 52 : KMSライセンス認証方法一覧

認証方法 お客様操作内容

手動 ヘルプデスクまでご連絡ください。

自動 イメージ登録API実行時に、リクエストパラメーター「kms」を設定。「kms」内の「

activate」パラメーターの設定は以下のとおり ※1 （詳細はAPIリファレンスを参照）

• True：認証情報の設定と同時にアクティベーションも実施 ※2

※1：オンプレミス環境でKMSライセンス認証が設定済みの状態で、イメージ登録API操作でKMSライセンス認証

の自動設定を行った場合は、ライセンス情報は上書きされます。

※2：自動設定による認証失敗時は、ヘルプデスクから入手した設定方法にて手動で対応してください。

2.1.10.2 仮想サーバエクスポート（仮想環境間移行）

2.1.10.2.1 機能概要
仮想サーバエクスポート（仮想環境間移行）とは

[対象リージョン：全リージョン]

IaaSで動作している仮想サーバを、お客様のオンプレミス環境へ移行するための機能を提供します。お客様で作成した

仮想サーバイメージを基に、そのイメージファイルをオブジェクトストレージ上へ保管します。

本機能の利用イメージを以下に示します。
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図 29 : 仮想サーバエクスポートの利用イメージ

サポートする移行先仮想環境

表 53 : 移行先環境一覧

仮想環境 製品およびバージョン

VMware • ESXi 7.0 6.7 6.5 6.0 
• vCenter Server 7.0 6.7 6.5 6.0

KVM（※） • Linux kernel 3.10.0以降

※：東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ利用できます。

サポートする仮想サーバイメージ

表 54 : エクスポート利用可否 一覧

エクスポートする仮想サーバイメージの種類 エクスポート利用可否

仮想サーバインポートを使用して、インポートしたイメージ ◯

仮想サーバインポートを使用して、インポートしたイメージから配備した、仮想

サーバの派生イメージ

◯

OS提供サービスで提供するイメージ ×

OS提供サービスで提供するイメージから配備した、仮想サーバの派生イメー

ジ

×

エクスポート可能な移行元ゲストOS

エクスポート可能な移行元ゲストOSの一覧を以下に示します。

表 55 : 移行元ゲストOS一覧
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OS種別 対象OS

Windows • Windows 2012 SE 64bit （日本語版、英語版）

• Windows 2012 R2 SE 64bit （日本語版、英語版）

• Windows 2016 SE 64bit （日本語版、英語版）

• Windows 2019 SE 64bit （日本語版、英語版）（※） 

Linux • CentOS 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 64bit
• CentOS 8.1 64bit
• RHEL7 64bit
• RHEL8 64bit（※）

• Rocky Linux 8.5, 8.6, 8.7 64bit（※）

• Ubuntu 18.04 LTS 64bit

※： 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ利用できます。

提供機能

以下の機能を提供します。

• 仮想サーバイメージのエクスポート要求

仮想サーバから作成したイメージを指定して、エクスポート処理をシステムに依頼します。

エクスポート要求の依頼は即座に復帰します。依頼したエクスポート処理が完了しているか否かは、「エクスポート状

況の取得」機能で確認します。

• エクスポート状況の取得

エクスポート要求時に発行されたエクスポートIDを指定して、エクスポート状況を取得します。

• エクスポート状況一覧の取得

エクスポート要求を依頼した日時が新しいものから順に取得されます。

使用したトークンのプロジェクト内で依頼したエクスポート要求だけ取得できます。

• 実行中エクスポート処理の中止

エクスポート要求時に発行されたエクスポートIDを指定して、対象のエクスポート処理の中止をシステムに依頼しま

す。

エクスポート処理中止の依頼は即座に復帰します。依頼したエクスポート処理が中止されたか否かは、「エクスポート

状況の取得」機能で確認します。

移行元仮想サーバ構成の制約

• ディスク構成

エクスポートできるのは、起動ディスクとなっているシステムストレージだけです。増設ストレージは増設ストレージイメー

ジエクスポートAPIでエクスポートしてください。

ライセンスの取扱い

エクスポートしたOS種別ごとのライセンスの取扱いを以下に示します。

表 56 : エクスポートしたOS種別ごとのライセンスの取扱い

エクスポートしたOS種別 ライセンスの取扱い

Windows SPLAライセンスは、エクスポートしたあと、お客様にて解除してください。

KMS認証設定をお客様環境に合わせて変更し、再認証してください。
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エクスポートしたOS種別 ライセンスの取扱い

Linux • Red Hat Enterprise Linux

移行先仮想環境で使用するRHELのサブスクリプション要件をご確認くださ

い。

• CentOS

ライセンスは不要です。

• Rocky Linux

ライセンスは不要です。

• Ubuntu

ライセンスは不要です。

利用方法

IaaS上の仮想サーバイメージのエクスポートは、以下の流れで実施します。

図 30 : 仮想サーバエクスポート利用の流れ

2.1.10.2.2 移行元仮想サーバでの作業
仮想サーバでの事前設定

[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートの対象とする仮想サーバ上で必要な、事前設定について説明します。

エクスポート対象の仮想サーバに対し、以下の手順を実施します。

手順

1. 仮想サーバへのログイン

ゲストOS上で必要な設定作業を行うため、仮想サーバへログインします。

2. ゲストOS別の事前設定

• ゲストOSがWindowsの場合

Cloudbase-initがインストールされていたら、アンインストールしてください。
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• ゲストOSがLinuxの場合

Cloud-initがインストールされていたら、アンインストールしてください。

ヒント

初期RAMディスクを移行先仮想環境に適合するドライバが組み込まれたものに置き換えるなどの操

作が必要となる場合があります。

3. 仮想サーバの停止

以下のどちらかの方法で仮想サーバを停止します。

• ゲストOS上で、シャットダウンコマンドを実行する

• IaaSポータルまたはAPIから、「仮想サーバの停止」を行う

2.1.10.2.3 IaaS環境での作業
仮想サーバイメージの作成

[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバイメージエクスポート機能を使用してエクスポート処理を行うために、仮想サーバイメージを作成する手順に

ついて説明します。

仮想サーバでの事前設定を完了します。

以下の手順に従って、エクスポート処理を行う仮想サーバイメージを作成します。

手順

1. 対象の仮想サーバのシステムストレージを特定します。

2. 以下のパラメーターを指定し、システムストレージから仮想サーバイメージを作成します。

表 57 : 仮想サーバイメージ作成時のパラメーター指定内容

項目 説明 必須

イメージ名 仮想サーバイメージを識別するための名称を指定する

ヒント

指定した名称は、エクスポート完了後の仮想サーバイ

メージファイルにも反映されます。

◯

ディスクフォーマット • 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合 
「qcow2」(推奨)または「raw」(デフォルト)を指定する 

ヒント

「qcow2」では、実使用量分のサイズでイメージが作

成されるため、格納先の容量やデータ転送時間を削

減できます。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合 
「raw」を指定する

コンテナフォーマット 「bare」を指定する

強制オプション 「true」を指定する

作成した仮想サーバイメージのステータスが「ACTIVE」状態になっていれば、エクスポート処理が可能です。
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重要

作成した仮想サーバイメージは、エクスポート処理が完了し、オブジェクトストレージ上に仮想サーバイメージ

ファイルとして保管されるまで、削除しないでください。

仮想サーバイメージエクスポート機能
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバから作成した仮想サーバイメージを指定して、エクスポート処理をシステムに依頼する機能を提供します。ま

た、依頼したエクスポート処理の状況を確認する機能も提供します。

仮想サーバイメージのエクスポート要求機能

以下の項目を指定して、仮想サーバイメージのエクスポート処理を依頼します。依頼が成功するとエクスポートIDが発

行されます。

表 58 : 仮想サーバイメージエクスポート 設定項目一覧

項目 説明 必須

イメージID エクスポート元仮想サーバに割り当てられたイメージIDを指定する ◯

エクスポート先とするオブジェクトス

トレージコンテナ
エクスポート処理を行った仮想サーバイメージを格納する、オブジェクト

ストレージコンテナを指定する。以下の形式で指定する

/v1/AUTH_< プロジェクトID>/< コンテナ名>

東日本リージョン3／西日本リージョン3は以下の形式

/v2/AUTH_< プロジェクトID>/< コンテナ名>

◯

注

• 本機能の操作ユーザーが登録したプロジェクト以外のイメージIDは指定できません。

• 同じイメージIDと同じエクスポート先オブジェクトストレージコンテナを指定して、複数のエクスポート要求を

依頼することはできません。

• イメージIDに設定したイメージ名のファイル（分割されたファイルも含む）が、すでにエクスポート先であるオブ

ジェクトストレージコンテナに存在した場合、エクスポート要求を依頼することはできません。

エクスポート状況一覧の取得機能

トークンのプロジェクトスコープで参照できる、仮想サーバイメージエクスポート処理の一覧を取得します。以下の項目を

指定して、取得範囲を変更できます。

表 59 : 仮想サーバイメージエクスポート状況一覧 設定項目一覧

項目 説明 必須

開始位置 一覧取得を開始する先頭インデックスを指定する

省略した場合は、依頼した日時が最も新しいエクスポート処理から

返却されます。

取得件数 一覧取得する件数を指定する

省略した場合は、すべてのエクスポート処理が返却されます。（最大

200件）

それぞれのエクスポート処理に対して、簡単なステータス情報も取得できます。

• succeeded
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該当のエクスポート処理が正常に完了したことを示します。

• failed

該当のエクスポート処理が失敗したことを示します。

• processing

該当のエクスポート処理が実行中であることを示します。

• queued

該当のエクスポート処理が実行開始待ちであることを示します。

• cancelling

該当のエクスポート処理が中止途中であることを示します。

• canceled

該当のエクスポート処理が中止済みであることを示します。

エクスポート状況の取得機能

1件の仮想サーバイメージエクスポート処理に関して、エクスポートIDを指定してエクスポート処理状況の詳細情報を取

得できます。

• エクスポート処理のステータス情報

• 進行度（0～100%）

• エクスポート処理依頼時の設定情報

• エクスポート処理依頼の受付日時

実行中エクスポート処理の中止機能

1件の仮想サーバイメージエクスポート処理に関して、エクスポートIDを指定して処理の中止を依頼します。

注

• 該当エクスポート処理のステータスが未完了の場合だけ、中止を依頼できます。

• 同じエクスポートIDに対して、複数の中止依頼を登録できません。

• 一度登録された中止依頼はキャンセルできません。

エクスポート処理の中止状況は、エクスポート状況の取得機能で確認できますが、エクスポート処理のステータスおよび

進行度によって、以下のように動作します。

表 60 : 中止依頼時の状態と中止完了までの待機時間目安

中止依頼時の状態 中止完了までの待機時間目安

ステータス：queued 5分

ステータス：processing

進行度：0～10

20分

ステータス：processing

進行度：11～40

イメージサイズによって変動（300GBの場合、約6時間）

進行度が40になった時点で中止されます。

ステータス：processing

進行度：41～70

イメージサイズによって変動（300GBの場合、約1時間）

進行度が70になった時点で中止されます。

ステータス：processing

進行度：71～95

イメージサイズによって変動（300GBの場合、約2時間）

進行度が95になった時点で中止されます。
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イメージファイルの取得と事後作業
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポート処理が完了したイメージファイルは、オブジェクトストレージ上に保管されます。お客様環境で利用するため

には、オブジェクトストレージからイメージファイルを取得して、移行先環境へ転送します。

イメージファイルのエクスポート先

• 移行先環境がKVMの場合

イメージファイルは、以下の条件でオブジェクトストレージに保管されています。

• イメージファイル（オブジェクト）は、仮想サーバのシステムストレージからイメージを作成する際に指定した、"イメージ

名"+".qcow2"という名称で保管されています。

• 移行先環境がVMwareの場合

イメージファイルは、以下の条件でオブジェクトストレージに保管されています。

• イメージファイル（オブジェクト）は、仮想サーバのシステムストレージからイメージを作成する際に指定した、"イメージ

名"+".vmdk"という名称で保管されています。

• イメージファイル（オブジェクト）が保管された同一コンテナに、".ovf"ファイルと".mf"ファイルも保管されています。

• イメージファイル（オブジェクト）は、分割アップロードされています。

• 分割されたファイルは、"コンテナ名"+"_segments"という名称の別コンテナに保管されています。

注

これらの分割ファイルを誤って削除した場合、イメージファイル全体が利用できなくなります。

イメージファイルの取得方法

以下の手順に従って、エクスポートされたイメージファイルを取得します。

手順

1. イメージファイルが保管されたオブジェクトストレージに、アクセス可能なユーザーで認証します。

2. 以下のパラメーターを指定して、オブジェクトストレージからイメージファイルを取得します。

• プロジェクトID
• エクスポートされたイメージファイルが保管されているコンテナ名

• エクスポートされたイメージファイル名

イメージファイルの取得が完了したら、お客様仮想環境へ転送します。また、イメージ保管サービスに登録されたエクス

ポート元として作成したイメージ、エクスポート処理が完了したイメージファイルなどについては、使用量に応じた課金が

継続されます。お客様環境での動作確認後、不要になる場合は忘れずに削除してください。

移行先環境がVMware環境の場合、イメージファイルの取得と併せて”.ovf”ファイル、”.mf”ファイルも取得します。 この

時、".ovf"ファイルは仮想サーバを最小設定で起動する設定になっています。そのため、お客様仮想環境へ転送する前

に必要に応じて修正してください。

• CPU数の設定（VirtualQuantityの値を変更する）

<Item>
  <rasd:AllocationUnits>hertz * 10^6</rasd:AllocationUnits>
  <rasd:Description>Number of Virtual CPUs</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>1 virtual CPU(s)</rasd:ElementName>
  <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
  <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
  <rasd:VirtualQuantity>1</rasd:VirtualQuantity>
</Item>

• メモリサイズの設定（VirtualQuantityの値を変更する）

<Item>
  <rasd:AllocationUnits>byte * 2^20</rasd:AllocationUnits>
  <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>512MB of memory</rasd:ElementName>
  <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
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  <rasd:ResourceType>4</rasd:ResourceType>
  <rasd:VirtualQuantity>512</rasd:VirtualQuantity>
</Item>

表 61 : ".ovf"ファイルに設定されるOS種別一覧

OS種別 設定値

Windows 2012 R2 <OperatingSystemSection ovf:id="1" vmw:osType="
windows8Server64Guest">

Windows 2016
Windows 2019

<OperatingSystemSection ovf:id="1" vmw:osType="
windows9Server64Guest">

Windows 以外 <OperatingSystemSection ovf:id="1" vmw:osType="otherGuest">

2.1.10.2.4 移行先お客様環境での作業
仮想サーバイメージの配備

[対象リージョン：全リージョン]

IaaS環境から取得したqcow2形式イメージファイル（.qcow2）、またはovf形式のイメージファイル（.vmdk、.ovf、.mf）
を使用して、お客様仮想環境に仮想サーバを配備します。

配備方法の詳細については、KVM、またはVMwareのマニュアルを参照してください。

例）VMware VSphere Clientから仮想マシンを配備する場合

1. メニューから「ファイル」-「OVFテンプレートのデプロイ」を選択する。

2. 取得したovf形式のイメージファイルを指定し、OKボタンを押す。

配備した仮想サーバの設定状態は以下のようになります。

以下の項目はインポート時に自動設定されています。エクスポート時には必要に応じて変更してください。

表 62 : VMware環境に配備した仮想サーバの設定状態

設定内容 状態

アカウント 仮想サーバインポート時に設定したアカウントが利用可能（rootユーザーを含

む）

ネットワーク DHCP有効、MACアドレス未設定

ファイアーウォール 無効化状態

2.1.11 リージョン間の移行
[対象リージョン：全リージョン]

IaaSの仮想サーバを別のリージョンへ移行できます。

仮想サーバのエクスポート（リージョン間移行）を実行し、移行元リージョンから仮想サーバイメージ(raw形式、また

はqcow2形式)を圧縮(gzip)して取り出します。そのあと、仮想サーバのインポート（リージョン間移行）を実行し、移行

先リージョンに仮想サーバイメージを登録します。

移行先リージョンに登録したイメージから仮想サーバを配備すれば、リージョン間移行は完了です。
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注

リージョン間移行の対象となる仮想サーバのイメージは、以下になります。

• お客様が仮想サーバインポート（仮想環境間移行）機能を使用してインポートした仮想サーバのイメージ

（派生イメージを含む）

• OS提供サービスで提供している仮想サーバのイメージ（派生イメージを含む）

2.1.11.1 仮想サーバのエクスポート（リージョン間移行）
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバをイメージ化する機能を提供します。仮想サーバのインポート（リージョン間移行）機能と併せて利用すること

で、仮想サーバの異なるリージョンへの移行を実現できます。

ヒント

増設ストレージについては、増設ストレージのエクスポートを実施してください。

本機能の利用イメージを以下に示します。

図 31 : 仮想サーバのエクスポート（リージョン間移行）機能の利用イメージ

利用方法

仮想サーバのエクスポート（リージョン間移行）は、以下の流れで実施します。
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図 32 : 仮想サーバのエクスポート（リージョン間移行）作業の流れ

2.1.11.1.1 移行前の作業
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートする仮想サーバに対して事前作業を実施します。

仮想サーバの停止方法には以下の2つがあります。どちらの方法で停止しても構いません。本手順では仮想サーバの停

止APIを実行します。

• 仮想サーバにログインしてシャットダウンを実行

• 仮想サーバの停止API（強制停止に相当）を実行

実行するAPIの詳細については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

Stop Server
• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

Stop Server

ヒント

本手順で停止した仮想サーバは、仮想サーバのイメージ登録後に継続して利用できます。

手順

1. 一部の設定の初期化

• OSがWindowsの場合

Sysprep作業を実施します。詳細については、Windows OSのSysprep手順を参照してください。

• OSがLinuxの場合

ネットワーク通信設定を変更します。詳細については、仮想サーバイメージの管理を参照してください。

2. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

3. 変数の設定

# COMPUTE=<コンピュートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# SERVER_ID=<仮想サーバID>
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4. 仮想サーバの停止

仮想サーバの停止APIを実行します。

# curl -i -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${COMPUTE}/v2/${PROJECT_ID}/servers/${SERVER_ID}/action -d '{"os-stop": null}'

レスポンスステータスが"202 Accepted"の場合、成功です。

5. 仮想サーバの状態確認

仮想サーバの状態を確認します。

# curl -X GET -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${COMPUTE}/v2/${PROJECT_ID}/servers/
${SERVER_ID}

レスポンスボディの"status"が"SHUTOFF"になっている場合、仮想サーバは停止しています。

{
    "server":{
        "status":"SHUTOFF",
        "updated":"2016-04-27T04:14:15Z",
        "hostId":"fe1d817335aa61ad65054b3b66cf67ec58cfa232eaea98cfbb19a180",
        "OS-EXT-SRV-ATTR:host":"jp1a01-pgy017-00",
        "addresses":{
            "service_net":[
                {
                    "OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr":"fa:16:3e:36:ce:68",
                    "version":4,
                    "addr":"172.16.31.108",
                    "OS-EXT-IPS:type":"fixed"
                }
            ]
        },
        "links":[
            {
                "href":"http://10.3.0.201/v2/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/servers/
dbf93607-f105-4e86-842c-02ae504efe36",
                "rel":"self"
            },
            {
                "href":"http://10.3.0.201/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/servers/
dbf93607-f105-4e86-842c-02ae504efe36",
                "rel":"bookmark"
            }
        ],
        "key_name":null,
        "image":"",
        "OS-EXT-STS:task_state":null,
        "OS-EXT-STS:vm_state":"stopped",
        "OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name":"instance-000364e7",
        "OS-SRV-USG:launched_at":"2016-04-26T07:45:30.000000",
        "OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname":"jp1a01-pgy017-00",
        "flavor":{
            "id":"11",
            "links":[
                {
                    "href":"http://10.3.0.201/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/flavors/11",
                    "rel":"bookmark"
                }
            ]
        },
        "id":"dbf93607-f105-4e86-842c-02ae504efe36",
        "security_groups":[
            {
                "name":"service_secgroup"
            }
        ],
        "OS-SRV-USG:terminated_at":null,
        "OS-EXT-AZ:availability_zone":"jp-east-1a",
        "user_id":"d476b7a6a9a74d00b78bc87a3e87de7b",
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        "name":"Win2012R2SE",
        "created":"2016-04-26T07:22:52Z",
        "tenant_id":"790f1c092038413a8dd6771a033b17f5",
        "OS-DCF:diskConfig":"MANUAL",
        "os-extended-volumes:volumes_attached":[
            {
                "id":"fdf9df9a-894d-48fe-b091-d1b13dd4309a"
            }
        ],
        "accessIPv4":"",
        "accessIPv6":"",
        "OS-EXT-STS:power_state":4,
        "config_drive":"",
        "metadata":{
            "admin_pass":"Password0"
        }
    }
}

イメージの作成

2.1.11.1.2 イメージの作成
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバのイメージを作成します。

• イメージの作成には、ブロックストレージのイメージ作成APIを使用します。

• 作成するイメージには、任意のイメージ名を指定できます。

注

エクスポートしたイメージファイルがオブジェクトストレージに保管されるまでは、作成したイメージを削除しない

でください。

イメージの作成手順を以下に示します。

• 本手順で指定したイメージ名が、エクスポートしたイメージファイル名にも反映されます。

• 手順の実行にはブロックストレージの操作権限が必要です。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# BLOCKSTORAGE=<ブロックストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# VOLUME_ID=<ボリュームID>

3. パラメータファイルの準備

以下の内容をparam.jsonとして保存します。

{
    "os-volume_upload_image": {
        "container_format": "bare",
        "disk_format": "raw",
        "image_name": "my_image",
        "force": true
    }
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}

ヒント

"disk_format"の値は操作リージョンに応じて切り替えてください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

"qcow2"（推奨）、または"raw"（デフォルト）を指定する

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

"raw"を指定する

4. イメージの作成

イメージの作成APIを実行します。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${BLOCKSTORAGE}/v3/${PROJECT_ID}/volumes/${VOLUME_ID}/action -d @param.json

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${BLOCKSTORAGE}/v2/${PROJECT_ID}/volumes/${VOLUME_ID}/action -d @param.json

レスポンスボディの"status"が"uploading"になっている場合、イメージの作成は開始されています。

{
    "os-volume_upload_image":{
        "status":"uploading",
        "image_id":"835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d",
        "image_name":"CentOS",
        "volume_type":{
            "name":"M1",
            "qos_specs_id":null,
            "deleted":false,
            "created_at":"2014-10-11T11:26:56.000000",
            "updated_at":null,
            "deleted_at":null,
            "id":"13a0247c-9363-401d-acd3-c5d07ccd1a45"
        },
        "container_format":"bare",
        "size":40,
        "disk_format":"raw",
        "id":"fdf9df9a-894d-48fe-b091-d1b13dd4309a",
        "display_description":"",
        "updated_at":"2016-04-27T03:37:32.000000"
    }
}

5. 変数の設定

イメージの作成APIで発行されたイメージIDを変数に設定します。

# IMAGE=<イメージのAPIエンドポイント>
# IMAGE_ID=835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d

6. イメージの作成結果の確認

イメージ情報の取得APIを実行します。

# curl -X GET -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMAGE}/v2/images/${IMAGE_ID}

レスポンスボディの"status"が"active"になっている場合、イメージのエクスポートを実施できます。

{
    "container_format":"bare",
    "min_ram":0,
    "updated_at":"2016-04-27T05:35:34Z",
    "fcx.base_image_id":"24913e2de96f6b16b9dfc2c8eab762a4",
    "auth_version":"v2.0",
    "file":"/v2/images/835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d/file",
    "owner":"790f1c092038413a8dd6771a033b17f5",
    "id":"835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d",
    "size":42949672960,

- 127 -



    "self":"/v2/images/835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d",
    "disk_format":"raw",
    "storage_path":"/glance/835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d",
    "schema":"/v2/schemas/image",
    "status":"active",
    "tags":[],
    "visibility":"private",
    "min_disk":0,
    "fcx.win":"true",
    "name":"CentOS",
    "checksum":"77f88c025b891ad3b9113c3296e43ea4",
    "created_at":"2016-04-27T04:22:27Z",
    "protected":false
}

イメージのエクスポート

2.1.11.1.3 イメージのエクスポート
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバのイメージをオブジェクトストレージにエクスポートします。

エクスポート手順

以下の手順を実行します。

1. エクスポートの実行

エクスポートを実行しても、処理は完了していません。

実行するAPIの詳細については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

Export an Image for Migration between Regions
• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

リージョン間移行イメージエクスポート

注

• エクスポートできるイメージはユーザーが登録したイメージだけです。

• 1つのイメージを同一のオブジェクトストレージに複数は保存できません。

• イメージ名と同じ名前のイメージファイル（分割されたイメージファイルを含む）が出力先のオブジェクトスト

レージに存在する場合、エクスポートできません。

• 必要に応じてエクスポートの中止を実施できます。

• エクスポートはエクスポート処理が未完了の場合に中止できます。

• エクスポートの中止は複数同時に実施できません。

• エクスポートの中止処理は取り消せません。

2. エクスポート状況の確認またはエクスポート状況の一覧取得

エクスポートの処理状況を取得し、エクスポートの完了を確認します。

レスポンスボディの"export_status"の値から処理状況を確認します。

• エクスポート処理が完了すると値が"succeeded"または"failed"になります。

• エクスポートの中止処理が完了すると値が"canceled"になります。

処理時間の目安

処理の進捗状況やファイルサイズに応じて処理にかかる時間が変わります。以下の表を参考にしてください。

表 63 : 処理時間の目安
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処理 export_status progress 処理完了までの時間 備考

processing 0～99 以下は"progress"の値が"0"の時点での

目安

• 目安：300GB≒24時間

-エクスポート

succeeded 100 - エクスポート処理の

完了を表します。

queued - 5分 -

0～10 20分 -

11～40 以下は"progress"の値が"11"の時点で

の目安

• 目安：10GB≒12分

• 最大：300GBの場合、約6時間

"progress"の値が"
40"に達すると中止

されます。

41～70 以下は"progress"の値が"41"の時点で

の目安

• 目安：10GB≒2分

• 最大：300GBの場合、約1時間

"progress"の値が"
70"に達すると中止

されます。

processing

71～95 以下は"progress"の値が"71"の時点で

の目安

• 目安：10GB≒4分

• 最大：300GBの場合、約2時間

"progress"の値が"
95"に達すると中止

されます。

エクスポートの中止

canceled 100 - 中止処理の完了を

表します。

ヒント

• データセンターの状況によって処理時間が延びる場合があります。

• 中止処理はネットワークの状態によって遅延する場合があります。

エクスポートの実行
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバのイメージをエクスポートします。エクスポートを実行すると、エクスポートIDが発行されます。

注

• エクスポートできるイメージはユーザーが登録したイメージだけです。

• 1つのイメージを同一のオブジェクトストレージに複数は保存できません。

• イメージ名と同じ名前のイメージファイル（分割されたイメージファイルを含む）が出力先のオブジェクトスト

レージに存在する場合、エクスポートできません。

• 必要に応じてエクスポートの中止を実施できます。

• エクスポートはエクスポート処理が未完了の場合に中止できます。

• エクスポートの中止は複数同時に実施できません。

• エクスポートの中止処理は取り消せません。
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手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# OBJECTSTORAGE=<オブジェクトストレージのAPIエンドポイント>
# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# CONTAINER=<エクスポート先のコンテナ名>

3. コンテナの作成

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージのコンテナを作成する場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージのコンテナを作成する場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

4. パラメータファイルの準備

以下の内容をparam.jsonとして保存します。

{
    "image_id": <作成したイメージのID>,
    "storage_container": <エクスポート先のオブジェクトストレージのURLのパス>
}

<エクスポート先のオブジェクトストレージのURLのパス>は、以下の形式で指定します。

• エクスポート先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

"/v2/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>"

• エクスポート先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

"/v1/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>"

5. 仮想サーバのイメージのエクスポート

仮想サーバのイメージのエクスポートAPIを実行します。

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${IMPORT_EXPORT}/v1/regionmigrationexport -d @param.json

エクスポートIDが発行されます。

{"export_id":"112615fa-e687-4b31-abb3-107f7a14e8a6"}

エクスポート状況の確認

エクスポート状況の一覧取得

エクスポートの中止

エクスポートの中止
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートIDを指定し、イメージのエクスポート処理を中止します。

注

• エクスポートはエクスポート処理が未完了の場合に中止できます。

• エクスポートの中止は複数同時に実施できません。

• エクスポートの中止処理は取り消せません。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。
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認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# EXPORT_ID=<中止するエクスポートのID>

3. エクスポートの中止

エクスポートの中止APIを実行します。

# curl -i -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageexport/
${EXPORT_ID}/cancel

レスポンスステータスが"202 Accepted"の場合、成功です。

エクスポート状況の確認

エクスポート状況の一覧取得

エクスポート状況の確認
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートIDを指定し、イメージのエクスポート状況を確認します。

レスポンスボディの"export_status"の値から処理状況を確認します。

• エクスポート処理が完了すると値が"succeeded"または"failed"になります。

• エクスポートの中止処理が完了すると値が"canceled"になります。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# EXPORT_ID=<エクスポートID>

3. エクスポートの処理状況の確認

エクスポートの処理状況の取得APIを実行します。

# curl -X GET -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageexport/${EXPORT_ID}/
status

指定したエクスポートIDの処理状況が表示されます。

• エクスポート処理の場合

{
    "export_status":"succeeded",
    "progress":100,",
    "image_id":"14294f46-d9fe-45bb-ba5f-0b93a69c4416",
    "image_name":"CentOS",
    "storage_container":"/v1/AUTH_100f1c092038413a8dd6771a455b17f5/container",
    "request_time":"2016/04/22 00:10:24"
}

• エクスポートの中止処理の場合

{
    "export_status":"canceled",
    "progress":100,
    "image_id":"14294f46-d9fe-45bb-ba5f-0b93a69c4416",
    "image_name":"CentOS",
    "storage_container":"/v1/AUTH_100f1c092038413a8dd6771a455b17f5/container",
    "request_time":"2016/04/22 00:10:24"
}

イメージファイルのダウンロード
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エクスポート状況の一覧取得
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートの処理状況の一覧を取得します。

エクスポートの処理状況は、リクエスト日時が新しい順に取得されます。この一覧に表示されるエクスポートの処理状況

は、トークンのプロジェクトスコープで参照できる範囲に限定されます。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>

3. エクスポートの処理状況の一覧取得

エクスポートの処理状況の一覧取得APIを実行します。

# curl -X GET -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageexport

エクスポートの処理状況の一覧が表示されます。

{
    "exports":[
        {
            "export_id":"6bf65660-70ee-4a75-b61a-36ac040c289c",
            "export_status":"succeeded",
            "status":"/v1/imageexport/6bf65660-70ee-4a75-b61a-36ac040c289c/status",
            "image_id":"ce050928-bdc2-4c15-95dc-be6fbc7d6d83",
            "request_time":"2016/04/25 00:10:24"
        },
        {
            "export_id":"c6cb3e62-9b4c-4cd0-971d-2b43a63196bb",
            "export_status":"failed",
            "status":"/v1/imageexport/c6cb3e62-9b4c-4cd0-971d-2b43a63196bb/status",
            "image_id":"944997d2-0b74-11e6-a963-000c29a90136",
            "request_time":"2016/04/22 00:10:24"
        }
    ]
}

イメージファイルのダウンロード

2.1.11.1.4 イメージファイルのダウンロード
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートした仮想サーバのイメージファイルをオブジェクトストレージからダウンロードします。

イメージファイルの保存状況は以下のとおりです。

• イメージファイル名は、イメージの作成時に指定した<イメージ名>+<.img.gz>、または<イメージ名>
+<.qcow2.gz>になります。

• イメージファイルと一緒にメタデータ（.json）が保存されています。イメージファイル（.img.gz、または.qcow2.gz）と併せ

てダウンロードしてください。

注

メタデータは変更しないでください。

• 東日本リージョン3と西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージでは、イメージファイルは分割された状態で保存さ

れます。

• 分割されたファイルは、<コンテナ名>+<_segments>という別のコンテナに保存されます。
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注

これらの分割ファイルを削除した場合、イメージは利用できなくなります。

イメージファイルとメタデータをオブジェクトストレージからダウンロードする手順を以下に示します。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# OBJECTSTORAGE=<オブジェクトストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# CONTAINER=<エクスポート先のコンテナ名>
# IMAGE_FILE=<エクスポートしたイメージファイル名>
# META_DATA=<エクスポートしたメタデータ名>

3. オブジェクトの取得

イメージファイルとメタデータの取得APIを実行します。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージからイメージファイルとメタデータを取得する場合

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${IMAGE_FILE} -o ${IMAGE_FILE}

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${META_DATA} -o ${META_DATA}

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージからイメージファイルとメタデータを取得する場

合

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${IMAGE_FILE} -o ${IMAGE_FILE}

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${META_DATA} -o ${META_DATA}

仮想サーバのインポート（リージョン間移行）

2.1.11.2 仮想サーバのインポート（リージョン間移行）
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバのイメージを登録する機能を提供します。仮想サーバのエクスポート（リージョン間移行）機能と併せて利用

することで、仮想サーバの異なるリージョンへの移行を実現できます。

ヒント

増設ストレージについては、増設ストレージのインポートを実施してください。

本機能の利用イメージを以下に示します。
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図 33 : 仮想サーバのインポート（リージョン間移行）機能の利用イメージ

利用方法

仮想サーバのインポート（リージョン間移行）は、以下の流れで実施します。

図 34 : 仮想サーバのインポート（リージョン間移行）作業の流れ

2.1.11.2.1 イメージファイルのアップロード
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバのイメージファイルをオブジェクトストレージに格納します。

• オブジェクト名は、エクスポートしたイメージファイル（.img.gz、または.qcow2.gz）と同じ名前にする必要があります。

注

インポート作業が完了するまでは、イメージファイルを削除しないでください。
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• メタデータ（.json）も併せてアップロードします。

注

メタデータは、イメージファイルと同じ場所に格納してください。メタデータがない場合はイメージをインポートで

きません。

• オブジェクトストレージへのアップロード方法には、一括アップロードと分割アップロードがあります。

• アップロード先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

分割アップロード方式は実施できないため一括アップロードを実施してください。

• アップロード先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

イメージファイルのサイズが5GB以上であれば、分割アップロードを使用してください。

• メタデータはファイルサイズが小さいため、どちらのリージョンでも一括アップロードを実施してください。

一括アップロード
[対象リージョン：全リージョン]

イメージファイルとメタデータを一括でアップロードします。

アップロード先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

イメージファイルのサイズが5GB以上であれば、分割アップロードを使用してください。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# OBJECTSTORAGE=<オブジェクトストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# IMAGE_FILE_PATH=<アップロードイメージファイル名(相対パス)>
# META_DATA_PATH=<アップロードメタデータ名(相対パス)>
# CONTAINER=<アップロード先のコンテナ名>
# IMAGE_FILE=<アップロード先のイメージファイル名>
# META_DATA=<アップロード先のメタデータ名>

3. コンテナの作成

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージのコンテナを作成する場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージのコンテナを作成する場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

4. オブジェクトのアップロード

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージにイメージファイルとメタデータをアップロードする場

合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${IMAGE_FILE} -X PUT -T ${IMAGE_FILE_PATH}

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${META_DATA} -X PUT -T ${META_DATA_PATH}

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージにイメージファイルとメタデータをアップロードす

る場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${IMAGE_FILE} -X PUT -T ${IMAGE_FILE_PATH}

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${META_DATA} -X PUT -T ${META_DATA_PATH}

- 135 -



5. アップロード結果の確認

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージにイメージファイルとメタデータをアップロードした場

合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${IMAGE_FILE} -I

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${META_DATA} -I

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージにイメージファイルとメタデータをアップロードし

た場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${IMAGE_FILE} -I

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${META_DATA} -I

レスポンスステータスが"200 OK"の場合、成功です。

イメージのインポート

分割アップロード
[対象リージョン：全リージョン]

イメージファイルを分割してアップロードします。

アップロード先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

分割アップロード方式は実施できないため一括アップロードを実施してください。

手順

1. ファイルの分割

ここでは200MB単位に分割する例を示します。

# split -b 200MB <アップロードファイル名(相対パス)>

分割結果を確認します。この時に表示されるファイル名やファイルサイズは、あとの手順で使用します。

# ls -la
合計 11079834
----rwx---+ 1 <owner> <group> 5672802304 Jul 25 13:41 <アップロードファイル名(相対パス)>
-rw-rwxr--+ 1 <owner> <group>  200000000 Jul  3 13:47 xaa
-rw-rwxr--+ 1 <owner> <group>  200000000 Jul  3 13:47 xab
-rw-rwxr--+ 1 <owner> <group>  200000000 Jul  3 13:47 xac

～～～～

-rw-rwxr--+ 1 <owner> <group>   72802304 Jul  3 13:52 xbc

2. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

3. 変数の設定

# OBJECTSTORAGE=<オブジェクトストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# CONTAINER=<アップロード先のコンテナ名>
# OBJECT=<アップロード先のイメージファイル名>

4. コンテナの作成

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

5. オブジェクトのアップロード

分割ファイルの数だけアップロードを繰り返します。
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# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}/001 -T xaa
# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}/002 -T xab
# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}/003 -T xac

～～～～

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}/029 -T xbc

6. アップロードした分割ファイルの結合

アップロードした各ファイルのチェックサム値を取得します。

# md5sum xaa xab xac xad xae xaf xag xah xai xaj xak xal xam xan xao xap xaq xar xas xat
 xau xav xaw xax xay xaz xba xbb xbc

3b2b82b767e26848b0e22f8f92cf49a2 *xaa
af8c1dba49cf2e01e63e849bd0f9b100 *xab
9ee81d39f3322c07e0eb76be0dc6937c *xac

～～～～

8a62fffb570326693f87ac0c177020df *xbc

7. 以下の内容をslo.jsonとして保存します。

[
    {
        "path": "<1つ目の分割ファイルのパス>",
        "etag": "<1つ目の分割ファイルのチェックサム値>",
        "size_bytes": <1つ目の分割ファイルのサイズ>
    },
    {
        "path": "<2つ目の分割ファイルのパス>",
        "etag": "<2つ目の分割ファイルのチェックサム値>",
        "size_bytes": <2つ目の分割ファイルのサイズ>
    },
    {
        "path": "<3つ目の分割ファイルのパス>",
        "etag": "<3つ目の分割ファイルのチェックサム値>",
        "size_bytes": <3つ目の分割ファイルのサイズ>
    },

～～～～

    {
        "path": "<最後の分割ファイルのパス>",
        "etag": "<最後の分割ファイルのチェックサム値>",
        "size_bytes": <最後の分割ファイルのサイズ>
    }
]

8. slo.jsonをアップロードしてファイルを結合します。

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}?multipart-manifest=put -T slo.json

9. アップロード結果を確認します。

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT} -I

レスポンスステータスが"200 OK"の場合、成功です。

イメージのインポート

2.1.11.2.2 イメージのインポート
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバのイメージファイルを登録します。
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インポート手順

以下の手順を実行します。

1. インポートの実行

インポートを実行しても、処理は完了していません。

実行するAPIの詳細については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

Register an Image for Migration between Regions
• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

リージョン間移行イメージ登録

注

必要に応じてインポートの中止を実施できます。

• インポートは東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ中止できます。

• インポートの中止はインポート処理が未完了の場合に実施できます。

• インポートの中止は複数同時に実施できません。

• インポートの中止処理は取り消せません。

2. インポート状況の確認またはインポート状況の一覧取得

インポートの処理状況を取得し、インポートの完了を確認します。

レスポンスボディの"import_status"の値から処理状況を確認します。

• インポート処理が完了すると値が"succeeded"または"failed"になります。

• インポートの中止処理が完了すると値が"canceled"になります。

処理時間の目安

処理の進捗状況やファイルサイズに応じて処理にかかる時間が変わります。以下の表を参考にしてください。

表 64 : 処理時間の目安

処理 import_status progress 処理完了までの時間 備考

processing 0～99 以下は"progress"の値が"0"の時点での

目安

• 目安：300GB≒24時間

-インポート

succeeded 100 - インポート処理の

完了を表します。

ヒント

• インポート完了までの時間はファイルサイズに比例して増減します。

• データセンターの状況によって処理時間が延びる場合があります。

インポートの実行
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバのイメージファイルをインポートします。インポートを実行すると、インポートIDが発行されます。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。
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2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>

3. パラメータファイルの準備

以下の内容をparam.jsonとして保存します。

{
    "location": <イメージファイルが格納されたオブジェクトストレージのURLのパス>,
}

<イメージファイルが格納されたオブジェクトストレージのURLのパス>は、以下の形式で指定します。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージの場合

"/v2/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>/<オブジェクト名>"

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージ場合

"/v1/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>/<オブジェクト名>"

イメージ名は指定できません。イメージ名は、インポートするイメージファイルのイメージ名になります。

4. イメージの登録

イメージの登録APIを実行します。

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${IMPORT_EXPORT}/v1/regionmigrationimport -d @param.json

インポートIDが発行されます。

{"import_id":"112615fa-e687-4b31-abb3-107f7a14e8a6"}

インポート状況の確認

インポート状況の一覧取得

インポートの中止
[対象リージョン：全リージョン]

インポートIDを指定し、イメージのインポート処理を中止します。

注

• インポートは東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ中止できます。

• インポートはインポート処理が未完了の場合に中止できます。

• インポートの中止は複数同時に実施できません。

• インポートの中止処理は取り消せません。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# IMPORT_ID=<中止するインポートのID>

3. インポートの中止

インポートの中止APIを実行します。

# curl -i -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageimport/
${IMPORT_ID}/cancel

レスポンスステータスが"202 Accepted"の場合、成功です。

インポート状況の確認

インポート状況の一覧取得
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インポート状況の確認
[対象リージョン：全リージョン]

インポートIDを指定し、イメージファイルのインポート状況を確認します。

レスポンスボディの"import_status"の値から処理状況を確認します。

• インポート処理が完了すると値が"succeeded"または"failed"になります。

• インポートの中止処理が完了すると値が"canceled"になります。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# IMPORT_ID=<インポートID>

3. イメージの登録状況の確認

イメージの登録状況の取得APIを実行します。

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageimport/${IMPORT_ID}/status

指定したインポートIDの処理状況が表示されます。

{
    "import_status":"succeeded",
    "progress":100,
    "name":"CentOS",
    "disk_format":"raw",
    "container_format":"bare",
    "location":" /v1/AUTH_790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/container/CentOS.img.gz",
    "id":"3f7d0a93-1373-480d-9d2f-a3c8cf6abf88",
    "min_ram":"0",
    "min_disk":"0",
    "billing_info": {
        "os_type":"win2012R2",
        "base_image_id": "14294f46-d9fe-45bb-ba5f-0b93a69c4416"
    }
}

仮想サーバの作成

インポート状況の一覧取得
[対象リージョン：全リージョン]

インポートの処理状況の一覧を取得します。

インポートの処理状況は、リクエスト日時が新しい順に取得されます。この一覧に表示されるエクスポートの処理状況

は、トークンのプロジェクトスコープで参照できる範囲に限定されます。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>

3. インポートの処理状況の一覧取得

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageimport
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インポートの処理状況の一覧が表示されます。

{
    "imports":[
        {
            "import_id":"112615fa-e687-4b31-abb3-107f7a14e8a6",
            "import_status":"succeeded",
            "status":"/v1/imageimport/112615fa-e687-4b31-abb3-107f7a14e8a6/status"
        },
        {
            "import_id":"65c1d399-414a-4fef-833a-5f53975399e9",
            "import_status":"succeeded",
            "status":"/v1/images/65c1d399-414a-4fef-833a-5f53975399e9/status"
        }
    ]
}

仮想サーバの作成

2.1.11.2.3 仮想サーバの作成
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバのイメージから、仮想サーバを作成します。

仮想サーバの作成APIを実行してください。

実行するAPIの詳細については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

Create Server
• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

Create server

注

• 初回ログインユーザー用のパスワードまたは公開鍵を設定してください。

• 作成する仮想サーバに、外部からのアクセスを許可するセキュリティグループを設定してください。

仮想サーバにログイン

2.1.11.2.4 仮想サーバにログイン
[対象リージョン：全リージョン]

作成した仮想サーバにログインします。

手順

1. 仮想サーバにログインします。

設定項目 Windows Linux

ユーザー名 ユーザー名は移行した仮想サーバによって

異なります。

• 仮想サーバインポート（仮想環境間移

行）機能を使用してインポートした仮想

サーバの場合

Administraotr

• OS提供サービスで提供している仮想サー

バの場合

k5user

移行元の仮想サーバのcloud-initに設定し

たユーザー名です。
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設定項目 Windows Linux

パスワード 仮想サーバの作成時に、メタデータに設定し

た初期パスワードです。
以下のどちらかになります。

• 仮想サーバの作成時に、ユーザーに設定

したパスワード

• 仮想サーバに設定した公開鍵のペアとな

る秘密鍵

2. 仮想サーバのOSがWindowsの場合、パスワードを変更します。

ヒント

パスワードの設定画面が表示されない場合、いったんリモートデスクトップ接続を解除してください。
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第 4 章

2.2 SAP向けサービス

[対象リージョン：東日本第1、西日本第2]

SAPアプリケーション向けに利用できる仮想サーバと、それらを専用の物理ホストプールに配備する機能を提供します。

重要

本機能は東日本リージョン1／西日本リージョン2だけ提供しています。

2.2.1 仮想サーバ for SAP

2.2.1.1 仮想サーバ for SAPとは
[対象リージョン：東日本第1、西日本第2]

SAP社がサポート可能な仮想化環境として、SAPアプリケーション向け仮想サーバを配備できる機能を提供します。

提供機能

• コンピュート

• 環境の有効化／無効化機能

プロジェクトおよびアベイラビリティゾーンを指定して、仮想サーバ for SAP環境を有効化する、しないを設定します。

注

無効にする場合は、プロジェクト内すべての作成済み仮想サーバ for SAP、イメージ、ネットワークリソー

スなどを削除する必要があります。

• 仮想サーバ for SAP
• 仮想サーバ for SAPの作成／削除

• 仮想サーバ for SAPの起動／停止

• 仮想サーバ for SAPの再起動

• 仮想サーバ for SAPの情報取得

• OS提供サービス

仮想サーバ for SAP 提供OS一覧で用意されているイメージを使用して、仮想サーバ for SAPを作成します。
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共通ネットワークサービスである、Windows Server Update Services、Windowsライセンス認証(KMS)を利用

できます。

• ソフトウェアサポートサービス

提供機能、料金体系は[コンピュート] > [スタンダードサービス] > [ソフトウェアサポートサービス]に準じます。

• 仮想サーバ自動復旧機能（オートフェイルオーバ）

仮想サーバの稼働中にデータセンター内の物理ホストマシンが故障などにより停止した場合、そのホストマシン上で

稼働していた仮想サーバを、自動的に別のホストマシンに移動して稼働させます。

注

• オートフェイルオーバ（自動復旧）機能設定は、常に有効です（変更不可）。オートフェイルオーバが完

了した場合は、対象リソースが所属するプロジェクトの全体管理者にメールで通知されます。通知メー

ルの詳細については、「オートフェイルオーバ通知メッセージ」のSAP向けサービスを参照してください。

• 仮想サーバの起動中・停止中にオートフェイルオーバが実施された場合、仮想サーバが想定した電源

状態になっていないことがあります。

その場合、手動で仮想サーバの電源操作を実施してください。10分程度経過しても電源状態が変

わらない場合は再度電源操作を実施してください。

• イメージ管理機能

既存の仮想サーバ for SAPからプライベートイメージを作成、または作成済みプライベートイメージを削除します。

作成したプライベートイメージは、そのプライベートイメージを作成したアベイラビリティゾーン内でだけ利用できます。

また、作成済みプライベートイメージの公開範囲として、プロジェクト内またはドメイン内のどちらかを選択します。

• ストレージ

• ストレージタイプ

ストレージには、以下のストレージタイプがあります。

ストレージタイプは、仮想サーバにディスクを増設する際に選択できます。ディスクを増設したあとは、ストレージタイプ

を変更できません。

表 65 : ストレージタイプ一覧

区分 ストレージタイプ

スタンダードタイプ M1

ハイパフォーマンスタイプ H2

• スタンダードタイプ

スタンダードタイプは、コストパフォーマンスにすぐれています。

表 66 : スタンダードタイプの用途とディスクサイズ

ストレージタイプ 用途 ディスクサイズ

M1 • ファイルの読書きが頻繁に発生するアプリケーションデータを

配置する場合

• サイズの大きなデータファイルを多く扱う場合

0.1～2047GB （0.
1GB単位）

• ハイパフォーマンスタイプ

ハイパフォーマンスタイプは、ディスクサイズに応じてストレージ性能が向上します。

表 67 : ハイパフォーマンスタイプの用途とディスクサイズ
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ストレージタイプ 用途 最大IOPS/GB ディスクサイズ

H2 小中規模DBなど、スループットが必要と

なるアプリケーションデータを格納する場合

5 IOPS/GB ※1 512～2047GB （
1GB単位）

※1：IOPSは、ブロックサイズ16KBで換算します。性能は、動作環境などにより変化します。保証されるものでは

ありません。

注

• ハイパフォーマンスタイプは、以下の場合には指定できません。スタンダードタイプ固定となります。

• システムストレージ

• 仮想サーバを作成する際に作成する増設ストレージ

• ストレージ性能は、ディスクサイズに比例します。そのため、ディスクサイズの小さいストレージでは十

分な性能が出ない場合があります。

• システムストレージ

OSを起動するためのシステム領域として提供します。システムストレージのサイズは、OS提供サービスで選択し

たOSイメージにより決まります。

システムストレージには、スタンダードタイプのストレージが使用されます。

表 68 : システムストレージ サイズ一覧 （東日本リージョン1、西日本リージョン2）

OS種別 提供OS サイズ

Windows Server 2016 SE 64bit 英語版 180GB

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 英語版 180GB

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 英語版 180GB

Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版 80GB

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版 80GB

Windows

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 日本語版 80GB

• 増設ストレージ

データ保管用のストレージとして提供します。

仮想サーバにストレージを増設する場合には、ストレージタイプを選択することができます。

表 69 : 選択可能な増設ストレージのタイプとサイズ

ストレージタイプ サイズ

スタンダードタイプ 0.1～2047GB

ハイパフォーマンスタイプ 512～2047GB

表 70 : 増設ストレージに関する制限値一覧

項目 制限値

ストレージ数 1～55

• スナップショット機能

既存の仮想サーバ for SAPに対して、スナップショットの取得、リストア、削除する機能を提供します。
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注

スナップショットを取得した元となる仮想サーバ for SAPを削除した場合、スナップショットも削除されま

す。

表 71 : スナップショット機能に関する制限値一覧

項目 制限値

取得可能なスナップショット数 最大10世代

• ネットワーク

• ネットワークリソース管理機能

作成済みの仮想ネットワークおよびサブネットに対し、仮想サーバ for SAP環境用のネットワークリソースを割当て・

解除する機能を提供します。

ネットワークリソースを割り当てることで、プライベートIPアドレスやゲートウェイIPアドレスを利用できるようになります。

• ポート追加／削除

注

• ポートを追加または削除した場合、OS側のネットワークアダプター設定もあわせて変更してください。

• セキュリティグループ機能は利用できません。

表 72 : ポート追加機能に関する制限値一覧

項目 制限値

追加可能なポート数 1～9

利用方法

図 35 : 仮想サーバ for SAP 利用までの流れ

注意事項

• オートスケール機能は提供しません。

• 仮想サーバインポート機能は提供しません。
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• グローバルIPアドレスを仮想サーバ for SAPに割り当てることはできません。通常の仮想サーバを経由して、利用して

ください。

• 仮想サーバ for SAP用に設定を変更したサブネットに配備できるのは、仮想サーバ for SAPだけです。通常の仮想

サーバは配備できません。

• 仮想サーバ for SAPは、ロードバランサーの分散対象として指定できません。

• テンプレートを使用した配備はできません。

• データセンター内の物理ホストに異常が発生した場合、対象ホストで稼働中の仮想サーバ for SAPが自動マイグ

レーションされます。その間、一時的に対象仮想サーバ、および業務アプリケーションへのアクセスができなくなります。

2.2.1.2 仮想サーバ for SAP環境の準備
[対象リージョン：東日本第1、西日本第2]

仮想サーバ for SAPの運用を開始するには、既存の仮想リソース環境と接続するための準備が必要です。

仮想サーバ for SAPを作成する前に、以下の準備をします。

環境の有効化

仮想サーバ for SAPを利用したいプロジェクトに対して、環境を有効化します。

表 73 : 環境の有効化 設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

プロジェクトID 既存のプロジェクトIDを指定する ◯

アベイラビリティゾーン名 環境を有効化するアベイラビリティゾーン名を指定する

省略した場合は、すべてのアベイラビリティゾーン名が設定されます。

注

同一プロジェクトに対して、有効化または無効化を同時に行わないでください。

仮想ネットワークの構築

仮想サーバ for SAPの環境を既存の仮想リソース環境と接続するため、以下の仮想ネットワーク資源を作成します。

• 仮想ルータ

• 仮想ネットワークと、その仮想ネットワークに属するサブネット

重要

仮想サーバ for SAP環境用に作成するサブネットは、以下の条件を満たす必要があります。

• 通常の仮想サーバが接続されていない

• サブネット名がプレフィックス"fcx_subnet-w:"で始まる文字列となっている

• ネットワークアドレスとして指定するCIDR範囲 ＞ IPアドレス範囲の指定（後述するネットワークリソース

利用範囲を確保する）
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ネットワークリソースの作成

仮想サーバ for SAP環境用に作成したサブネットを割当て、ネットワークリソースを作成します。

ログイン用仮想サーバの用意

仮想サーバ for SAP環境用に作成したサブネットへネットワークリソースを割り当てると、同一サブネット上に通常の仮

想サーバを作成することはできません。そのため、以下に示すように別のネットワークおよびサブネットを用意し、仮想ルー

タで接続します。
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2.2.1.3 仮想サーバ for SAPの作成／削除
[対象リージョン：東日本第1、西日本第2]

仮想サーバ for SAPは、SAPアプリケーションの要件および利用目的に合わせて、様々な性能タイプから選択して作成

します。また、利用中の仮想サーバ for SAPは、不要になった時点でいつでも削除できます。

仮想サーバ for SAPの作成

仮想サーバ for SAPは、以下のイメージから作成します。

• 標準

仮想サーバ for SAP 提供OS一覧で用意されているイメージ

• 利用者作成

仮想サーバ for SAPクローニングイメージ（プライベートイメージ）の管理を利用したイメージ

以下の項目を指定して、仮想サーバ for SAPを作成します。

ヒント

作成直後は「停止」状態となります。必要に応じて仮想サーバ for SAPを起動します。

表 74 : 仮想サーバ for SAPの作成 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

サーバ名 仮想サーバ for SAPの名称を指定する。指定可能な文字について

は以下の仕様となる

• 先頭文字は半角英数字とする

• 半角英数字、"-"、"_"、"."で構成する

• 1文字以上64文字以内で入力する

◯

サーバタイプ名 提供サーバタイプの中からタイプ名を指定する ◯

イメージ名 以下のどちらかのイメージ名を指定する

• 提供OS一覧で用意されているイメージ

• 作成済みプライベートイメージ

◯
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項目 説明 必須

ポート識別番号 仮想サーバ for SAPに割り当てるポートを識別する番号を指定す

る。指定可能な番号については以下の仕様となる

• 仮想サーバ作成時は0を入力する

• 0～9の範囲で入力する

• 0から始まる整数を連番となるように入力する

◯

ネットワークリソースID 事前に作成したネットワークリソースのIDを指定する ◯

IPアドレス 仮想サーバ for SAPに割り当てるIPアドレスを指定する。指定方法

は以下の2通りとなる

• xxx.xxx.xxx.xxx形式で直接指定する

• 自動（ネットワークリソースに設定済みのIPアドレス範囲からシステ

ムが自動割当て）

コンピュータ名 コンピュータ名を指定する。省略した場合は、サーバ名が設定される

指定可能な文字については以下の仕様となる

• 半角英数字、"-"で構成する

• 1文字以上15文字以内で入力する

• 数字だけでの指定はできない

管理者パスワード OSの管理者ユーザーのパスワードを指定する。指定可能な文字につ

いては以下の仕様となる

• 半角英数記号で構成する

• 1文字以上128文字以内で入力する

◯

DNSサーバを設定するポート識

別番号

DNSサーバ情報を設定するポート識別番号を指定する ◯

DNSサーバのIPアドレス OSがWindowsの場合、ネットワークアダプターのDNSサーバのアドレ

ス設定に指定したIPアドレスを設定する

注

省略した場合は、DNSサーバのIPアドレスは設定されま

せん。

アベイラビリティゾーン名 仮想サーバ for SAPを作成するアベイラビリティゾーン名を指定する

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンに作成されます。

専有領域への作成 専有領域に作成したい場合、trueを指定する

注

専有領域に作成したい場合は、事前にサービス窓口への

申込みが必要です。

仮想サーバ for SAPの削除

不要になった仮想サーバ for SAPを、削除します。
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注

仮想サーバ for SAPを停止（電源OFF）状態にしてから、削除します。

提供サーバタイプ

仮想サーバ for SAPで利用できる仮想サーバタイプ一覧を、以下に示します。

表 75 : 仮想サーバ for SAP 仮想サーバタイプ（フレーバー）一覧

タイプ名 仮想CPU数 メモリ(GB)

WS-2 2 8

WS-4 4 16

WS-8 8 32

WS-16 16 64

WS-32 32 128

ヒント

仮想CPU1つ当たりの性能が2.6GHz相当となります。

提供OS一覧

表 76 : 仮想サーバ for SAP 提供OS一覧

OS種別 提供OS

Windows • Windows Server 2016 SE 64bit 英語版

• Windows Server 2012 R2 SE 64bit 英語版

• Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版

• Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版

2.2.1.4 仮想サーバ for SAPの運用操作
[対象リージョン：東日本第1、西日本第2]

SAP向けサービス環境に作成された仮想サーバ for SAPに対して、以下の運用操作を提供します。

仮想サーバ for SAPの起動／停止

作成済みの仮想サーバ for SAPを、停止状態から起動、または起動状態から停止します。停止方法として、「強制停

止する」または「強制停止しない」を選択します。

注

仮想サーバ for SAPの起動時に、OSの起動待ち合わせは行いません。

仮想サーバ for SAPの再起動

稼働中の仮想サーバ for SAPを再起動します。再起動の方法として、「強制再起動する」または「強制再起動しな

い」を選択します。
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仮想サーバ for SAPの情報取得

作成済みの仮想サーバ for SAPの詳細情報を取得します。作成時に指定する項目に加えて、以下の情報が取得で

きます。

表 77 : 仮想サーバ for SAP 取得可能な項目一覧

項目 説明

リソースID 対象の仮想サーバ for SAPのリソースIDを取得する

電源状態 仮想サーバ for SAPの電源状態を取得する

• on
• off
• unknown

スナップショット世代数 仮想サーバ for SAPに対して、取得済みスナップショットの世代数を取得する

スナップショット採取日時 仮想サーバ for SAPに対して、取得済みスナップショットの採取日時を取得する

スナップショットID 仮想サーバ for SAPに対して、取得済みスナップショットのIDを取得する

ストレージ名 仮想サーバ for SAPにアタッチされているストレージ名を取得する

ストレージID 仮想サーバ for SAPにアタッチされているストレージのIDを取得する

ストレージ容量 仮想サーバ for SAPにアタッチされているストレージの容量（GB単位）を取得する

デバイスパス ストレージに接続されているデバイスパス、または識別子を取得する

MACアドレス 仮想サーバ for SAPに接続されているネットワークインターフェースのMACアドレス

を取得する

状態 仮想サーバ for SAPの状態を取得する

• normal
• warning
• stop
• error
• fatal
• unknown

増設ストレージの追加

以下の項目を指定して、増設ストレージを追加します。

表 78 : 増設ストレージ追加 設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

インデックス番号 増設ストレージの番号を指定する。指定可能な番号については以下

の仕様とする

• 1～55以下の整数値を入力する

• 1から連番となるように入力する
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項目 説明 必須

サイズ ストレージのサイズを指定する。指定可能な値については以下の仕

様とする

• 0.1～2048の範囲で指定する

• 小数点1桁まで指定可能

• GB単位で指定する

注

0.1GB単位での指定は可能ですが、OSの仕様により、

指定したサイズどおり認識しない場合があります。

◯

増設ストレージの削除

不要となった増設ストレージは、仮想サーバ for SAPから削除します。

削除しなかったストレージのインデックス番号は変わりません。

注

仮想サーバ for SAPを停止（電源OFF）状態にしてから削除します。

ポートの追加

以下の項目を指定してポートを追加します。

正常に追加が完了すると、ポート識別番号として0以上の空いている番号から順に設定されます。

注

ポートを追加するには、対象となる仮想サーバ for SAPで作成済みのスナップショットを、すべて削除する必

要があります。

表 79 : ポート追加 設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

タイプ 「nic」を指定する ◯

ネットワークリソースID ポートを接続するネットワークリソースのIDを指定する ◯

IPアドレス ポートに割り当てるIPアドレスを指定する

省略した場合は、接続するネットワークリソースが使用可能なIPアド

レス範囲から自動で割り当てます。

ポートの削除

不要となったポートは、ポート識別番号を指定して削除します。

削除しなかったポートの識別番号は変わりません。

注

ポートを削除するには、対象となる仮想サーバ for SAPで作成済みのスナップショットを、すべて削除する必

要があります。

表 80 : ポート削除 設定可能な項目一覧
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項目 説明 必須

タイプ 「nic」を指定する ◯

ポート識別番号 削除するポートの識別番号を指定する ◯

スナップショットの作成

作成済みの仮想サーバ for SAPから以下の項目を指定して、スナップショットを取得します。

スナップショットは仮想サーバ単位で取得されます。

注

仮想サーバ for SAPが起動中でもスナップショットは取得できますが、仮想サーバ for SAPの正常動作に影

響する可能性があります。そのため、仮想サーバ for SAPを停止してから取得することを推奨します。

表 81 : スナップショット取得 設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

タイプ 「snapshot」を指定する ◯

仮想サーバ for SAPのリソースID スナップショットを取得する対象の仮想サーバ for SAPのリソースIDを

指定する

◯

スナップショットの削除

不要となったスナップショットを削除します。

表 82 : スナップショット削除 設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

タイプ 「snapshot」を指定する ◯

スナップショットのリソースID 削除するスナップショットのリソースIDを指定する ◯

取得済みスナップショットからのリストア

取得済みスナップショットから、仮想サーバ for SAPをリストアします。

仮想サーバ単位でリストアします。

表 83 : スナップショットからのリストア 設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

スナップショットのリソースID リストアするスナップショットのリソースIDを指定する ◯

2.2.1.5 仮想サーバ for SAPクローニングイメージ（プライベートイメージ）の管理
[対象リージョン：東日本第1、西日本第2]

既存の仮想サーバ for SAPからプライベートイメージを作成、または作成済みプライベートイメージを削除します。

作成したプライベートイメージは、契約番号（ドメイン）内またはプロジェクト内で共有して、新しい仮想サーバ for SAPを

作成する際に利用できます。

プライベートイメージの作成

作成済み仮想サーバ for SAPから、以下の項目を指定してプライベートイメージを作成します。
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表 84 : プライベートイメージ作成 設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

名前 プライベートイメージの名前を指定する。指定可能な文字については

以下の仕様とする

• 半角英数字、"_"で構成された32文字以内で入力する

• 先頭は半角英字を使用する

• プロジェクト内で一意とする

◯

タイプ 「cloning」を指定する ◯

仮想サーバ for SAPのリソースID プライベートイメージを作成する対象の仮想サーバ for SAPのリソース

IDを指定する

◯

コメント プライベートイメージに設定するコメント文字列を指定する。指定可

能な文字については以下の仕様とする

• %（パーセント）、￥（円記号）、"（ダブルクォーテーション）、および改

行文字以外の日本語、半角文字で指定する

• 1～96文字以内で入力する

注

• プライベートイメージを作成する対象の仮想サーバ for SAPは、起動実績のあるものを指定してください。

• プライベートイメージを作成する際、対象の仮想サーバ for SAPは事前に停止してください。

作成済みプライベートイメージの削除

不要になったプライベートイメージは、名称を指定して削除します。

作成済みプライベートイメージの公開範囲変更

作成済みプライベートイメージの公開範囲を、以下のどちらかに変更します。

• domain：契約番号（ドメイン）内

• private：自プロジェクト内だけ

ヒント

公開範囲を変更できる条件は以下のとおりです。

• 契約番号（ドメイン）内に公開されている自プロジェクトのプライベートイメージ

• プロジェクト内だけに公開されているプライベートイメージ

2.2.1.6 仮想サーバ for SAPバックアップイメージの管理
[対象リージョン：東日本第1、西日本第2]

既存の仮想サーバ for SAPからバックアップイメージを作成します。また、作成済みのバックアップイメージを削除します。

バックアップイメージを作成した仮想サーバ for SAPは、システムが正常に動作しなくなった場合などに、バックアップイ

メージから仮想サーバ for SAPを作成して、復元することができます。

ヒント

アプリケーションのアップデートなどにより、一時的にシステムの状態を保持する場合はスナップショット機能を

使用してください。バックアップイメージは、長期間の定期的なシステム保持のためにバックアップが必要な場

合に使用することを推奨します。

注

本機能は東日本リージョン1／西日本リージョン2だけ提供しています。
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バックアップイメージの作成

作成済み仮想サーバ for SAPから、以下の項目を指定してバックアップイメージを作成します。

表 85 : バックアップイメージ作成 設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

名前 バックアップイメージの名前を指定する。指定可能な文字については

以下の仕様とする

• 半角英数字、"_"で構成された32文字以内で入力する

• 先頭は半角英字を使用する

• プロジェクト内で一意とする

◯

タイプ 「backup」を指定する ◯

仮想サーバ for SAPのリソースID バックアップイメージを作成する対象の仮想サーバ for SAPのリソース

IDを指定する

◯

コメント バックアップイメージに設定するコメント文字列を指定する。指定可能

な文字については以下の仕様とする

• %（パーセント）、￥（円記号）、"（ダブルクォーテーション）、および改

行文字以外の日本語、半角文字で指定する

• 1～96文字以内で入力する

ディスク システムディスクだけバックアップするか、データディスクもすべてバックアッ

プするかを指定する

注

• バックアップイメージを作成する対象の仮想サーバ for SAPは、起動実績のあるものを指定してください。

• バックアップイメージを作成する際、対象の仮想サーバ for SAPは事前に停止してください。

バックアップイメージによる仮想サーバの再作成

仮想サーバ for SAPが正常に動作しなくなった場合などは、バックアップイメージから仮想サーバ for SAPを再作成して

ください。以下の項目を指定して、仮想サーバ for SAPを再作成します。

注

• バックアップイメージから仮想サーバ for SAPを再作成した場合、再作成した仮想サーバ for SAPはバック

アップ作成元とは別の仮想サーバになります。OS提供サービスの料金がバックアップ作成元とは別になりま

すので、注意してください。

• バックアップイメージから仮想サーバ for SAPを再作成する場合、再作成前にバックアップイメージ作成元

の仮想サーバ for SAPは削除してください。仮想サーバ for SAPは作成直後は「停止」状態となっていま

す。必要に応じて、仮想サーバ for SAPを起動してください。

表 86 : バックアップイメージから仮想サーバ for SAPの再作成 設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

サーバ名 仮想サーバ for SAPの名称を指定する。指定可能な文字について

は以下の仕様とする

• 半角英数字、"-"、"_"、"."で構成する

• 1文字以上64文字以内で入力する

• 先頭は半角英数字を使用する

◯
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項目 説明 必須

作成方法 「restore」を指定する ◯

ディスク システムディスクだけ作成するか、データディスクもすべて作成するかを

指定する

作成済みバックアップイメージの削除

不要になったバックアップイメージは、名称を指定して削除します。

2.2.2 専有仮想サーバ for SAP

2.2.2.1 専有仮想サーバ for SAP
[対象リージョン：東日本第1、西日本第2]

契約番号（ドメイン）単位で専用の物理ホストプールを確保し、仮想サーバ for SAPを専有的に配備する機能を提供

します。

SAPシステムソフトウェアのライセンス要件において、ほかのお客様と分離された環境（シングルテナント）が必要なケース

に利用できます。

ヒント

ネットワークおよびストレージは、仮想サーバ for SAP環境で共用です。

専有仮想サーバ for SAP 提供サーバタイプ

専有仮想サーバ for SAPで提供する仮想サーバタイプは、通常の仮想サーバ for SAPと同等です。

表 87 : 仮想サーバ for SAP 仮想サーバタイプ（フレーバー）一覧

タイプ名 仮想CPU数 メモリ(GB)

WS-2 2 8

WS-4 4 16

WS-8 8 32

WS-16 16 64
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タイプ名 仮想CPU数 メモリ(GB)

WS-32 32 128

物理ホストプールメニュー

物理ホスト1台につき、以下のリソース量を使用できます。

仮想CPU数 42

メモリ 245GB

専有仮想サーバ for SAPのタイプを確認していただき、配備可能な専有仮想サーバ数を見積ってください。

物理ホストプールメニューは、基本セットと追加サーバの2つがあります。

• 基本セット「2台構成」

フェイルオーバ用ホストを含んだ物理ホストプールを、お客様専用の専有仮想サーバ for SAPの配備先として確保、

提供します。専有仮想サーバ for SAPを稼働させるアベイラビリティゾーン単位で、基本セット1つの申請が必要で

す。

• 追加サーバ

システムの需要増などの理由により、稼働可能な専有仮想サーバ for SAPのキャパシティを増やしたい場合に利用

します。利用中の基本セットと同一のプール内に物理ホストを増設し、提供します。

図 36 : 物理ホストプールメニューの利用イメージ

提供機能

仮想サーバ for SAPの作成時に、確保した物理ホストプールに配備するオプションを提供します。作成した専有仮想

サーバ for SAPは、通常の仮想サーバ for SAPと同様にプロジェクト単位で管理できます。

注

• プール内の特定の物理ホストを指定して配備することはできません。

• 契約番号内においては、すべてのプロジェクト間で物理ホストプールを共用します。

作成済みの専有仮想サーバ for SAPに対しては、通常の仮想サーバ for SAPと同等のコンピュート機能を提供しま

す。

• コンピュート

• 環境の有効化／無効化機能

• 専有仮想サーバ for SAP
• 専有仮想サーバ for SAPの作成／削除

• 専有仮想サーバ for SAPの起動／停止
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• 専有仮想サーバの for SAP再起動

• 専有仮想サーバの for SAP情報取得

• OS提供サービス

• ソフトウェアサポートサービス

• 仮想サーバ自動復旧機能（オートフェイルオーバ）

• イメージ管理機能

以下に対しても、通常の仮想サーバ for SAPと同等の機能を提供します。

• ストレージ

• ネットワーク

利用方法

図 37 : 専有仮想サーバ for SAP 利用までの流れ

注意事項

• 専有仮想サーバ for SAPを配備できる物理ホストプールは、契約番号（ドメイン）で1つです。

• 物理ホストは専有されますが、配備される専有仮想サーバ for SAPの性能向上効果は見込めません。

• 物理ホストはほかのお客様と分離されますがネットワークは共有されるため、セキュリティ的に分離することを保証する

ものではありません。ファイアーウォール機能を使用して、セキュリティを確保してください。
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第 3 章: ストレージ

トピック :

• ブロックストレージ

• スナップショット [東日本第1／第2、
西日本第1／第2]

• スナップショット [東日本第3／西日
本第3]

• バックアップ [東日本第3／西日本
第3]

• オブジェクトストレージ [東日本
第1／第2、西日本第1／第2]

• オブジェクトストレージ [東日本
第3／西日本第3]

• ネットワークアタッチトストレージ
(NAS)

• ファイルストレージ [東日本第3]

[対象リージョン：全リージョン]

仮想化技術によって物理的なストレージを分割した、インターネット経由

でアクセス可能な仮想インフラストラクチャーを提供します。
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第 5 章

3.1 ブロックストレージ

3.1.1 ストレージタイプ
[対象リージョン：全リージョン]

ブロックストレージには、OSを格納するシステムストレージ、データを格納する増設ストレージ、および専有ブロックスト

レージがあります。ブロックストレージを新規作成する場合は、以下からブロックストレージのタイプを選択してください。な

お、アタッチされているブロックストレージは拡張できません。

表 88 : ストレージタイプ一覧

提供リージョン区分 ストレージタイ

プ
東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

M1 ◯ 提供なし

M2 提供なし ◯

スタンダードタイプ（※1）

M2.d（※2） 提供なし ◯

ハイパフォーマンスタイプ H2 ◯ 提供なし

※1：作成したあとにストレージタイプを変更できるのは、「 M2 」と「 M2.d 」の間だけです。

※2：専有ブロックストレージ機能専用です。

ヒント

スタンダードサービスの仮想サーバ（Windows）にブロックストレージをアタッチまたはデタッチする場合

は、SANポリシーの変更が必要です。詳細は、「Microsoft製品利用時の注意事項」を参照してください。

スタンダードタイプ

スタンダードタイプは、コストパフォーマンスにすぐれています。システムストレージと、増設ストレージの両方で指定すること

ができます。

表 89 : ストレージタイプ一覧（スタンダードタイプ）

ストレージタイプ 用途 ディスクサイズ

M1 • ファイルの読書きが頻繁に発生するアプリケーションデータを配

置する場合

• サイズの大きなデータファイルを多く扱う場合

1GB～10TB（1GB単位

の指定が可能）

M2 • ファイルの読書きが頻繁に発生するアプリケーションデータを配

置する場合

• サイズの大きなデータファイルを多く扱う場合

1GB～16TB（1GB単位

の指定が可能）

M2.d（※） • ファイルの読書きが頻繁に発生するアプリケーションデータを配

置する場合

• サイズの大きなデータファイルを多く扱う場合

1GB～16TB（1GB単位

の指定が可能）

※：専有ブロックストレージ機能専用です。
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ハイパフォーマンスタイプ

ハイパフォーマンスタイプは、ディスクサイズに応じてストレージ性能が向上します。アプリケーションデータを格納する増設

ストレージとして利用できます。

表 90 : ストレージタイプ一覧（ハイパフォーマンスタイプ）

ストレージタイプ 用途 最大IOPS/GB ディスクサイズ

H2 小中規模DBなど、スループットが必要となる

アプリケーションデータを格納する場合

5 IOPS/GB（※） 1TB～3TB （
1GB単位の指定が

可能）

※：IOPSは、ブロックサイズ16KBで換算します。性能は、動作環境などにより変化します。保証されるものではありませ

ん。

注

• ハイパフォーマンスタイプは、システムストレージとして使用しないでください。使用した場合は、仮想サーバの

作成が遅延したり、仮想サーバイメージの作成に失敗したりすることがあります。

• ストレージ性能は最大です。また、ストレージ性能は、ディスクサイズに比例します。そのため、ディスクサイズ

の小さいストレージでは十分な性能が出ない場合があります。

ヒント

プロジェクト内で利用できるストレージ容量には制限があります。詳細は制限値を参照してください。

3.1.2 システムストレージ
[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバ作成時に、システムストレージとして起動可能なブロックストレージのソースを選択します。

以下のソースから選択します。

• イメージ

富士通で提供するOSイメージ、利用者が仮想サーバから作成したイメージなどからブロックストレージを作成し、仮想

サーバにアタッチします。

表 91 : OSイメージとシステムストレージサイズ

OS 指定するシステムストレージのサイズ

Windows 2008 R2 SP1 80GB以上

Windows 2012 R2 80GB以上

Windows 2012 80GB以上

Windows 2016 80GB以上

Windows 2019 80GB以上

Red Hat Enterprise Linux 6.x（xは数字） 40GB

Red Hat Enterprise Linux 7.x（xは数字） RHEL7.2：40GB

RHEL7.3以降：40GB以上

Red Hat Enterprise Linux 8.x（xは数字） 40GB以上

CentOS 6.x（xは数字） 30GB以上
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OS 指定するシステムストレージのサイズ

CentOS 7.x（xは数字） 30GB以上

CentOS 8.x（xは数字） 30GB以上

Rocky Linux 8.x（xは数字） 30GB以上

Ubuntu Server 14.04 LTS 3GB以上

Ubuntu Server 16.04 LTS 3GB以上

Ubuntu Server 18.04 LTS 3GB以上

Ubuntu Server 20.04 LTS 3GB以上

Red Hat OpenShift Container Platform 3.x（ノード）（xは

数字）

70GB以上

Red Hat OpenShift Container Platform 3.x（マスタ）（xは

数字）

70GB以上

Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（ワーカー）（

CoreOS）（xは数字）

120GB以上

Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（ワーカー）（

RHEL）（xは数字）

120GB以上

Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（マスタ）（xは

数字）

120GB以上

注

以下のOSで作成したLVM（logical volume manager）はシステムストレージとして利用できません。

• CentOS
• Red Hat Enterprise Linux
• Rocky Linux
• Ubuntu

ヒント

• 仮想サーバを削除する場合にシステムストレージを保持するか削除するかは、仮想サーバを作成すると

きに指定しておきます。

• システムストレージを保持する設定にしている場合、システムストレージ内のデータが壊れないよう、事前

に仮想サーバを停止しておくことを推奨します。

• ハイパフォーマンスタイプは、システムストレージとして使用しないでください。使用した場合は、仮想サーバ

の作成が遅延したり、仮想サーバイメージの作成に失敗したりすることがあります。

• 既存ブロックストレージ

既存の起動可能なブロックストレージをアタッチして、仮想サーバを作成します。

• 既存ブロックストレージのスナップショット

既存の起動可能なブロックストレージからスナップショットを作成し、そのスナップショットをアタッチして仮想サーバを作成

します。

ブロックデバイスマッピング設定

ブロックストレージとして仮想サーバにアタッチするには、ブロックデバイスマッピング設定をする必要があります。指定された

リソースから新規にブロックストレージを作成し、仮想サーバの起動デバイスとしてアタッチして起動します。

表 92 : ブロックデバイスマッピング設定可能項目一覧（東日本リージョン3／西日本リージョン3）
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項目 説明 必須

ソースタイプ 以下のどれかを指定

• イメージ (image)
• 既存ブロックストレージ (volume)
• 既存ブロックストレージのスナップショット (snapshot)

◯

接続先 volumeだけ指定可能 ◯

起動順序 デバイスの起動順序を指定

起動ディスクにする場合は、0を指定します。

◯

リソースID ソースタイプで選択したリソースのID ◯

ブロックストレージサイ

ズ
作成するブロックストレージサイズ

• image：必ず有効なサイズを指定します。有効なサイズについては、表 91 :
OSイメージとシステムストレージサイズの「指定するシステムストレージのサイズ」

を参照してください。 
• volume：ソースとなるブロックストレージサイズになるため、値を指定しても無視

されます。

• snapshot：省略した場合は、スナップショット採取元ブロックストレージのサイズ

です。

ボリュームタイプ ブロックストレージのタイプ名を指定

• image：ストレージタイプを指定できます。省略した場合はM2が指定されます。

• volume：ストレージタイプは変更できないため、値を指定しても無視されます。

• snapshot：スナップショット元のボリュームのボリュームタイプで作成されます。値

を指定しても無視されます。

削除フラグ スケールアウト時またはスタック作成時に作成したブロックストレージを、スケールイ

ン時またはスタック削除時に削除するか否かを指定

trueを指定した場合、削除されます。

注

スナップショットが採取されているブロックストレージは、trueを指定して

も削除されません。

表 93 : ブロックデバイスマッピング設定可能項目一覧（東日本リージョン3／西日本リージョン3以外）
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項目 説明 必須

デバイス名 /dev/vd*の形式でデバイス名（/dev/vdを含め255文字以内）

”*”には小文字の半角英字と半角数字を以下のように指定できます。

• 小文字の半角英字だけを指定する場合は、以下のように指定してください。

"/dev/vd" + 1 文字以上の小文字の半角英字

例）/dev/vda

• 小文字の半角英字と半角数字を指定する場合は、以下のように指定してくだ

さい。

"/dev/vd" + 1 文字以上の小文字の半角英字 + 1 文字以上の半
角数字

例）/dev/vda0、/dev/vdb1

仮想サーバのOSが以下の場合にby-idを使用すると、アタッチするブロックストレー

ジのデバイス名が固定になります。

• CentOS
• Red Hat Enterprise Linux
• Rocky Linux

重要

特に理由がない限りは、システムストレージのデバイス名を/dev/vdaと

してください。

複数のブロックストレージを仮想サーバにアタッチする場合、システムス

トレージのデバイス名には最も優先度が高いデバイス名を指定してくだ

さい。そうでない場合はOSが起動しません。

デバイス名に指定された文字の優先順序は、a > b > c > ...です。

注

複数のブロックストレージを仮想サーバにアタッチする場合、デバイス名

の"/dev/vd" + 1文字以上の小文字の半角英字部分が重複しない

ようにしてください。

◯

ソースタイプ 以下のどれかを指定

• イメージ (image)
• 既存ブロックストレージ (volume)
• 既存ブロックストレージのスナップショット (snapshot)

◯

接続先 volumeだけ指定可能 ◯

起動順序 デバイスの起動順序を指定

起動ディスクにする場合は、0を指定します。

◯

リソースID ソースタイプで選択したリソースのID ◯
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項目 説明 必須

ブロックストレージサイ

ズ
作成するブロックストレージサイズ

• image：必ず有効なサイズを指定します。有効なサイズについては、

#unique_47/unique_47_Connect_42_d275e37の「指定するシステムスト

レージのサイズ」を参照してください。 
• volume：ソースとなるブロックストレージサイズになるため、値を指定しても無視

されます。

• snapshot：省略した場合は、スナップショット採取元ブロックストレージのサイズ

です。

ボリュームタイプ ブロックストレージのタイプ名

• image：ストレージタイプを指定できます（M1だけ）。省略した場合はM1が指定

されます。

• volume：ストレージタイプは変更できないため、値を指定しても無視されます。

• snapshot：スナップショット元のボリュームのボリュームタイプで作成されます。値

を指定しても無視されます。

削除フラグ スケールアウト時またはスタック作成時に作成したブロックストレージを、スケールイ

ン時またはスタック削除時に削除するか否かを指定

trueを指定した場合、削除されます。

注

スナップショットが採取されているブロックストレージは、trueを指定して

も削除されません。

注意事項

• システムストレージは仮想サーバからデタッチできません。

• システムストレージのサイズは、ブロックストレージ作成後には縮小できません。

3.1.3 増設ストレージ
[対象リージョン：全リージョン]

ディスク容量が追加で必要となった場合、新しいブロックストレージを作成し、仮想サーバに増設ストレージとしてアタッチ

します。ブロックストレージの新規作成時には、ストレージタイプを選択できます。既存ボリューム、またはスナップショットか

らリストアでブロックストレージを作成する場合、ストレージタイプを変更することはできません。

ストレージの追加

増設ストレージのアタッチ手順については、「増設ストレージのアタッチ」を参照してください。

注

スタンダードサービスの仮想サーバ（Windows）にブロックストレージをアタッチまたはデタッチする場合は、継続

してSANポリシーの変更が必要です。

SANポリシーの変更をしなかった場合、仮想サーバの再起動後にストレージが正常に認識されないことがあり

ます。変更手順は「Microsoft製品利用時の注意事項」を参照してください。
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ヒント

• 仮想サーバを削除する場合、増設ストレージを事前にデタッチしておくことで、増設ストレージ内のデータを

再利用できます。

• 利用中に、ブロックストレージを誤って削除しないようにしてください。

ストレージの復旧

ストレージが正常に認識されない場合には、以下の手順にて復旧することで認識できるようになります。

1. Windowsに管理者権限ユーザでログインします。

2. 「ディスクの管理」にて、該当のディスクを「オンライン」にします。

3.1.3.1 増設ストレージのエクスポート
[対象リージョン：全リージョン]

増設ストレージをイメージ化する機能を提供します。増設ストレージのインポート機能と併せて利用することで、増設スト

レージの異なるリージョンへの移行を実現できます。

本機能の利用イメージを以下に示します。

図 38 : 増設ストレージのエクスポート機能の利用イメージ

利用方法

増設ストレージのエクスポートは、以下の流れで実施します。
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図 39 : 増設ストレージのエクスポート作業の流れ

3.1.3.1.1 移行前の作業
[対象リージョン：全リージョン]

手順

増設ストレージのアンマウント

仮想サーバにマウントされている増設ストレージをアンマウントします。

イメージの作成

3.1.3.1.2 イメージの作成
[対象リージョン：全リージョン]

増設ストレージのイメージを作成します。

• イメージの作成には、ブロックストレージのイメージ作成APIを使用します。

• 作成するイメージには、任意のイメージ名を指定できます。

注

エクスポートしたイメージファイルがオブジェクトストレージに保管されるまでは、作成したイメージを削除しない

でください。

イメージの作成手順を以下に示します。

• 本手順で指定したイメージ名が、エクスポートしたイメージファイル名にも反映されます。

• 手順の実行にはブロックストレージの操作権限が必要です。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# BLOCKSTORAGE=<ブロックストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# VOLUME_ID=<ボリュームID>
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3. パラメータファイルの準備

以下の内容をparam.jsonとして保存します。

{
    "os-volume_upload_image": {
        "container_format": "bare",
        "disk_format": "raw",
        "image_name": "server1_extvol1_image",
        "force": true
    }
}

ヒント

• "disk_format"の値は操作リージョンに応じて切り替えてください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

"qcow2"（推奨）、または"raw"（デフォルト）を指定する

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

"raw"を指定する

• イメージファイルの元となるストレージを判別するための手がかりは、イメージ名だけです。このた

め、"image_name"には増設ストレージであることが分かる名前を設定してください。

• 複数の増設ストレージのイメージを作成する場合、"image_name"にはそれぞれ異なる名前を設定し

てください。

4. イメージの作成

イメージの作成APIを実行します。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${BLOCKSTORAGE}/v3/${PROJECT_ID}/volumes/${VOLUME_ID}/action -d @param.json

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${BLOCKSTORAGE}/v2/${PROJECT_ID}/volumes/${VOLUME_ID}/action -d @param.json

レスポンスボディの"status"が"uploading"になっている場合、イメージの作成は開始されています。

{
    "os-volume_upload_image":{
        "status":"uploading",
        "image_id":"835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d",
        "image_name":"server1_extvol1_image",
        "volume_type":{
            "name":"M1",
            "qos_specs_id":null,
            "deleted":false,
            "created_at":"2014-10-11T11:26:56.000000",
            "updated_at":null,
            "deleted_at":null,
            "id":"13a0247c-9363-401d-acd3-c5d07ccd1a45"
        },
        "container_format":"bare",
        "size":40,
        "disk_format":"raw",
        "id":"fdf9df9a-894d-48fe-b091-d1b13dd4309a",
        "display_description":"",
        "updated_at":"2016-04-27T03:37:32.000000"
    }
}

5. 変数の設定

イメージの作成APIで発行されたイメージIDを変数に設定します。

# IMAGE=<イメージのAPIエンドポイント>
# IMAGE_ID=835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d
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6. イメージの作成結果の確認

イメージ情報の取得APIを実行します。

# curl -X GET -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMAGE}/v2/images/${IMAGE_ID}

レスポンスボディの"status"が"active"になっている場合、イメージのエクスポートを実施できます。

{
    "container_format":"bare",
    "min_ram":0,
    "updated_at":"2016-04-27T05:35:34Z",
    "fcx.base_image_id":"24913e2de96f6b16b9dfc2c8eab762a4",
    "auth_version":"v2.0",
    "file":"/v2/images/835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d/file",
    "owner":"790f1c092038413a8dd6771a033b17f5",
    "id":"835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d",
    "size":42949672960,
    "self":"/v2/images/835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d",
    "disk_format":"raw",
    "storage_path":"/glance/835871a5-7d99-4bff-a64e-34879bf9523d",
    "schema":"/v2/schemas/image",
    "status":"active",
    "tags":[],
    "visibility":"private",
    "min_disk":0,
    "fcx.win":"true",
    "name":"server1_extvol1_image",
    "checksum":"77f88c025b891ad3b9113c3296e43ea4",
    "created_at":"2016-04-27T04:22:27Z",
    "protected":false
}

イメージのエクスポート

3.1.3.1.3 イメージのエクスポート
[対象リージョン：全リージョン]

増設ストレージのイメージをオブジェクトストレージにエクスポートします。

エクスポート手順

1. エクスポートの実行

エクスポートを実行しても、処理は完了していません。

実行するAPIの詳細については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

Export an Expansion Storage Image
• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

増設ストレージイメージエクスポート

注

• エクスポートできるイメージはユーザーが登録したイメージだけです。

• 1つのイメージを同一のオブジェクトストレージに複数は保存できません。

• イメージ名と同じ名前のイメージファイル（分割されたイメージファイルを含む）が出力先のオブジェクトスト

レージに存在する場合、エクスポートできません。

• 必要に応じてエクスポートの中止を実施できます。

• エクスポートはエクスポート処理が未完了の場合に中止できます。

• エクスポートの中止は複数同時に実施できません。

• エクスポートの中止処理は取り消せません。
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ヒント

必要に応じてエクスポートの中止を実施できます。

• エクスポートはエクスポート処理が未完了の場合に中止できます。

• エクスポートの中止は複数同時に実施できません。

• エクスポートの中止処理は取り消せません。

2. エクスポート状況の確認またはエクスポート状況の一覧取得

エクスポートの処理状況を取得し、エクスポートの完了を確認します。

ヒント

レスポンスボディの"export_status"の値から処理状況を確認します。

• エクスポート処理が完了すると値が"succeeded"または"failed"になります。

• エクスポートの中止処理が完了すると値が"canceled"になります。

処理時間の目安

処理の進捗状況やファイルサイズに応じて処理にかかる時間が変わります。以下の表を参考にしてください。

表 94 : 処理時間の目安

処理 export_status progress 処理完了までの時間 備考

processing 0～99 以下は"progress"の値が"0"の時点での

目安

• 目安：300GB≒24時間

-エクスポート

succeeded 100 - エクスポート処理の

完了を表します。

queued - 5分 -

0～10 20分 -

11～40 以下は"progress"の値が"11"の時点で

の目安

• 目安：10GB≒12分

• 最大：300GBの場合、約6時間

"progress"の値が"
40"に達すると中止

されます。

41～70 以下は"progress"の値が"41"の時点で

の目安

• 目安：10GB≒2分

• 最大：300GBの場合、約1時間

"progress"の値が"
70"に達すると中止

されます。

processing

71～95 以下は"progress"の値が"71"の時点で

の目安

• 目安：10GB≒4分

• 最大：300GBの場合、約2時間

"progress"の値が"
95"に達すると中止

されます。

エクスポートの中止

canceled 100 - 中止処理の完了を

表します。
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ヒント

• データセンターの状況によって処理時間が延びる場合があります。

• 中止処理はネットワークの状態によって遅延する場合があります。

エクスポートの実行
[対象リージョン：全リージョン]

増設ストレージのイメージをエクスポートします。エクスポートを実行すると、エクスポートIDが発行されます。

注

• エクスポートできるイメージはユーザーが登録したイメージだけです。

• 1つのイメージを同一のオブジェクトストレージに複数は保存できません。

• イメージ名と同じ名前のイメージファイル（分割されたイメージファイルを含む）が出力先のオブジェクトスト

レージに存在する場合、エクスポートできません。

• 必要に応じてエクスポートの中止を実施できます。

• エクスポートはエクスポート処理が未完了の場合に中止できます。

• エクスポートの中止は複数同時に実施できません。

• エクスポートの中止処理は取り消せません。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# OBJECTSTORAGE=<オブジェクトストレージのAPIエンドポイント>
# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# CONTAINER=<エクスポート先のコンテナ名>

3. コンテナの作成

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージのコンテナを作成する場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージのコンテナを作成する場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

4. パラメータファイルの準備

以下の内容をparam.jsonとして保存します。

{
    "image_id": <作成したイメージのID>,
    "storage_container": <エクスポート先のオブジェクトストレージのURLのパス>
}

<エクスポート先のオブジェクトストレージのURLのパス>は、以下の形式で指定します。

• エクスポート先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

"/v2/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>"

• エクスポート先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

"/v1/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>"

5. 増設ストレージのイメージのエクスポート

増設ストレージのイメージのエクスポートAPIを実行します。

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${IMPORT_EXPORT}/v1/expansionstorageimageexport -d @param.json
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エクスポートIDが発行されます。

{"export_id":"112615fa-e687-4b31-abb3-107f7a14e8a6"}

エクスポート状況の確認

エクスポート状況の一覧取得

エクスポートの中止

エクスポートの中止
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートIDを指定し、イメージのエクスポート処理を中止します。

注

• エクスポートはエクスポート処理が未完了の場合に中止できます。

• エクスポートの中止は複数同時に実施できません。

• エクスポートの中止処理は取り消せません。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# EXPORT_ID=<中止するエクスポートのID>

3. エクスポートの中止

エクスポートの中止APIを実行します。

# curl -i -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageexport/
${EXPORT_ID}/cancel

レスポンスステータスが"202 Accepted"の場合、成功です。

エクスポート状況の確認

エクスポート状況の一覧取得

エクスポート状況の確認
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートIDを指定し、イメージのエクスポート状況を確認します。

レスポンスボディの"export_status"の値から処理状況を確認します。

• エクスポート処理が完了すると値が"succeeded"または"failed"になります。

• エクスポートの中止処理が完了すると値が"canceled"になります。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# EXPORT_ID=<エクスポートID>

3. エクスポートの処理状況の確認

エクスポートの処理状況の取得APIを実行します。
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# curl -X GET -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageexport/${EXPORT_ID}/
status

指定したエクスポートIDの処理状況が表示されます。

• エクスポート処理の場合

{
    "export_status":"succeeded",
    "progress":100,",
    "image_id":"14294f46-d9fe-45bb-ba5f-0b93a69c4416",
    "image_name":"CentOS",
    "storage_container":"/v1/AUTH_100f1c092038413a8dd6771a455b17f5/container",
    "request_time":"2016/04/22 00:10:24"
}

• エクスポートの中止処理の場合

{
    "export_status":"canceled",
    "progress":100,
    "image_id":"14294f46-d9fe-45bb-ba5f-0b93a69c4416",
    "image_name":"CentOS",
    "storage_container":"/v1/AUTH_100f1c092038413a8dd6771a455b17f5/container",
    "request_time":"2016/04/22 00:10:24"
}

イメージファイルのダウンロード

エクスポート状況の一覧取得
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートの処理状況の一覧を取得します。

エクスポートの処理状況は、リクエスト日時が新しい順に取得されます。この一覧に表示されるエクスポートの処理状況

は、トークンのプロジェクトスコープで参照できる範囲に限定されます。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>

3. エクスポートの処理状況の一覧取得

エクスポートの処理状況の一覧取得APIを実行します。

# curl -X GET -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageexport

エクスポートの処理状況の一覧が表示されます。

{
    "exports":[
        {
            "export_id":"6bf65660-70ee-4a75-b61a-36ac040c289c",
            "export_status":"succeeded",
            "status":"/v1/imageexport/6bf65660-70ee-4a75-b61a-36ac040c289c/status",
            "image_id":"ce050928-bdc2-4c15-95dc-be6fbc7d6d83",
            "request_time":"2016/04/25 00:10:24"
        },
        {
            "export_id":"c6cb3e62-9b4c-4cd0-971d-2b43a63196bb",
            "export_status":"failed",
            "status":"/v1/imageexport/c6cb3e62-9b4c-4cd0-971d-2b43a63196bb/status",
            "image_id":"944997d2-0b74-11e6-a963-000c29a90136",
            "request_time":"2016/04/22 00:10:24"
        }
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    ]
}

イメージファイルのダウンロード

3.1.3.1.4 イメージファイルのダウンロード
[対象リージョン：全リージョン]

エクスポートした増設ストレージのイメージファイルをオブジェクトストレージからダウンロードします。

イメージファイルの保存状況は以下のとおりです。

• イメージファイル名は、イメージの作成時に指定した<イメージ名>+<.img.gz>、または<イメージ名>
+<.qcow2.gz>になります。

• 東日本リージョン3と西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージでは、イメージファイルは分割された状態で保存さ

れます。

• 分割されたファイルは、<コンテナ名>+<_segments>という別のコンテナに保存されます。

注

これらの分割ファイルを削除した場合、イメージは利用できなくなります。

イメージファイルをオブジェクトストレージからダウンロードする手順を以下に示します。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# OBJECTSTORAGE=<オブジェクトストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# CONTAINER=<エクスポート先のコンテナ名>
# OBJECT=<エクスポートしたイメージファイル名>

オブジェクトの取得APIを実行します。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージからオブジェクトを取得する場合

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT} -o ${OBJECT}

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージからオブジェクトを取得する場合

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT} -o ${OBJECT}

3.1.3.2 増設ストレージのインポート
[対象リージョン：全リージョン]

増設ストレージのイメージを登録する機能を提供します。増設ストレージのエクスポート機能と併せて利用することで、

増設ストレージの異なるリージョンへの移行を実現できます。

ヒント

増設ストレージのエクスポート機能でエクスポートしたイメージだけインポートできます。

本機能の利用イメージを以下に示します。
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図 40 : 増設ストレージのインポート機能の利用イメージ

利用方法

増設ストレージのインポートは、以下の流れで実施します。

図 41 : 増設ストレージのインポート作業の流れ

3.1.3.2.1 イメージファイルのアップロード
[対象リージョン：全リージョン]

増設ストレージのイメージファイルをオブジェクトストレージに格納します。

• オブジェクト名は、エクスポートしたイメージファイル（.img.gz、または.qcow2.gz）と同じ名前にする必要があります。

注

インポート作業が完了するまでは、イメージファイルを削除しないでください。
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• オブジェクトストレージへのアップロード方法には、一括アップロードと分割アップロードがあります。

• アップロード先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合、分割アップロード方式は実

施できないため一括アップロードを実施します。

• アップロード先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合、イメージファイルのサイ

ズが5GB以上であれば、分割アップロードを使用してください。

一括アップロード
[対象リージョン：全リージョン]

イメージファイルを一括でアップロードします。

アップロード先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合、イメージファイルのサイズ

が5GB以上であれば、分割アップロードを使用します。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# OBJECTSTORAGE=<オブジェクトストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# FILE_PATH=<アップロードファイル名(相対パス)>
# CONTAINER=<アップロード先のコンテナ名>
# OBJECT=<アップロード先のファイル名>

3. コンテナの作成

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージのコンテナを作成する場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージのコンテナを作成する場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

4. オブジェクトのアップロード

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージにアップロードする場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT} -X PUT -T ${FILE_PATH}

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージにアップロードする場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT} -X PUT -T ${FILE_PATH}

5. アップロード結果の確認

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージにアップロードした場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v2/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT} -I

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージにアップロードした場合

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT} -I

レスポンスステータスが"200 OK"の場合、成功です。

イメージのインポート

分割アップロード
[対象リージョン：全リージョン]

イメージファイルを分割してアップロードします。
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アップロード先のオブジェクトストレージが東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合、分割アップロード方式は実施

できないため一括アップロードを実施します。

手順

1. ファイルの分割

ここでは200MB単位に分割する例を示します。

# split -b 200MB <アップロードファイル名(相対パス)>

分割結果を確認します。この時に表示されるファイル名やファイルサイズは、あとの手順で使用します。

# ls -la
合計 11079834
----rwx---+ 1 <owner> <group> 5672802304 Jul 25 13:41 <アップロードファイル名(相対パス)>
-rw-rwxr--+ 1 <owner> <group>  200000000 Jul  3 13:47 xaa
-rw-rwxr--+ 1 <owner> <group>  200000000 Jul  3 13:47 xab
-rw-rwxr--+ 1 <owner> <group>  200000000 Jul  3 13:47 xac

～～～～

-rw-rwxr--+ 1 <owner> <group>   72802304 Jul  3 13:52 xbc

2. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

3. 変数の設定

# OBJECTSTORAGE=<オブジェクトストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# CONTAINER=<アップロード先のコンテナ名>
# OBJECT=<アップロード先のイメージファイル名>

4. コンテナの作成

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER} -X PUT

5. オブジェクトのアップロード

分割ファイルの数だけアップロードを繰り返します。

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}/001 -T xaa
# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}/002 -T xab
# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}/003 -T xac

～～～～

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}/029 -T xbc

6. アップロードした分割ファイルの結合

アップロードした各ファイルのチェックサム値を取得します。

# md5sum xaa xab xac xad xae xaf xag xah xai xaj xak xal xam xan xao xap xaq xar xas xat
 xau xav xaw xax xay xaz xba xbb xbc

3b2b82b767e26848b0e22f8f92cf49a2 *xaa
af8c1dba49cf2e01e63e849bd0f9b100 *xab
9ee81d39f3322c07e0eb76be0dc6937c *xac

～～～～

8a62fffb570326693f87ac0c177020df *xbc

7. 以下の内容をslo.jsonとして保存します。

[
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    {
        "path": "<1つ目の分割ファイルのパス>",
        "etag": "<1つ目の分割ファイルのチェックサム値>",
        "size_bytes": <1つ目の分割ファイルのサイズ>
    },
    {
        "path": "<2つ目の分割ファイルのパス>",
        "etag": "<2つ目の分割ファイルのチェックサム値>",
        "size_bytes": <2つ目の分割ファイルのサイズ>
    },
    {
        "path": "<3つ目の分割ファイルのパス>",
        "etag": "<3つ目の分割ファイルのチェックサム値>",
        "size_bytes": <3つ目の分割ファイルのサイズ>
    },

～～～～

    {
        "path": "<最後の分割ファイルのパス>",
        "etag": "<最後の分割ファイルのチェックサム値>",
        "size_bytes": <最後の分割ファイルのサイズ>
    }
]

8. slo.jsonをアップロードしてファイルを結合します。

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT}?multipart-manifest=put -T slo.json

9. アップロード結果を確認します。

# curl -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${OBJECTSTORAGE}/v1/AUTH_${PROJECT_ID}/
${CONTAINER}/${OBJECT} -I

レスポンスステータスが"200 OK"の場合、成功です。

イメージのインポート

3.1.3.2.2 イメージのインポート
[対象リージョン：全リージョン]

増設ストレージのイメージファイルを登録します。

インポート手順

1. インポートの実行

インポートを実行しても、処理は完了していません。

実行するAPIの詳細については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

Register an Expansion Storage Image
• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

増設ストレージイメージ登録

ヒント

必要に応じてインポートの中止を実施できます。

• インポートは東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ中止できます。

• インポートの中止はインポート処理が未完了の場合に実施できます。

• インポートの中止は複数同時に実施できません。

• インポートの中止処理は取り消せません。

2. インポート状況の確認またはインポート状況の一覧取得

インポートの処理状況を取得し、インポートの完了を確認します。
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ヒント

レスポンスボディの"import_status"の値から処理状況を確認します。

• インポート処理が完了すると値が"succeeded"または"failed"になります。

• インポートの中止処理が完了すると値が"canceled"になります。

処理時間の目安

処理の進捗状況やファイルサイズに応じて処理にかかる時間が変わります。以下の表を参考にしてください。

表 95 : 処理時間の目安

処理 import_status progress 処理完了までの時間 備考

processing 0～99 以下は"progress"の値が"0"の時点での

目安

• 目安：300GB≒24時間

-インポート

succeeded 100 - インポート処理の

完了を表します。

ヒント

• インポート完了までの時間はファイルサイズに比例して増減します。

• データセンターの状況によって処理時間が延びる場合があります。

インポートの実行
[対象リージョン：全リージョン]

増設ストレージのイメージファイルをインポートします。インポートを実行すると、インポートIDが発行されます。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>

3. パラメータファイルの準備

以下の内容をparam.jsonとして保存します。

{
    "name": <イメージ名>,
    "location": <イメージファイルが格納されたオブジェクトストレージのURLのパス>,
    "id": <UUID>
}
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ヒント

• <イメージファイルが格納されたオブジェクトストレージのURLのパス>は、以下の形式で指定します。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3のオブジェクトストレージの場合

"/v2/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>/<オブジェクト名>"

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外のオブジェクトストレージ場合

"/v1/AUTH_<プロジェクトID>/<コンテナ名>/<オブジェクト名>"

• idは省略可能です。その場合、idはインポートするイメージファイルのイメージIDと同じ値になります。な

お、重複時は自動採番されます。

idを指定する場合、uuidgenコマンドで生成したUUIDを使用してください。

4. イメージの登録

イメージの登録APIを実行します。

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${IMPORT_EXPORT}/v1/expansionstorageimageimport -d @param.json

インポートIDが発行されます。

{"import_id":"112615fa-e687-4b31-abb3-107f7a14e8a6"}

インポート状況の確認

インポート状況の一覧取得

インポートの中止
[対象リージョン：全リージョン]

インポートIDを指定し、イメージのインポート処理を中止します。

注

• インポートは東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合だけ中止できます。

• インポートはインポート処理が未完了の場合に中止できます。

• インポートの中止は複数同時に実施できません。

• インポートの中止処理は取り消せません。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# IMPORT_ID=<中止するインポートのID>

3. インポートの中止

インポートの中止APIを実行します。

# curl -i -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageimport/
${IMPORT_ID}/cancel

レスポンスステータスが"202 Accepted"の場合、成功です。

インポート状況の確認

インポート状況の一覧取得

インポート状況の確認
[対象リージョン：全リージョン]

インポートIDを指定し、イメージファイルのインポート状況を確認します。
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レスポンスボディの"import_status"の値から処理状況を確認します。

• インポート処理が完了すると値が"succeeded"または"failed"になります。

• インポートの中止処理が完了すると値が"canceled"になります。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# IMPORT_ID=<インポートID>

3. イメージの登録状況の確認

イメージの登録状況の取得APIを実行します。

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageimport/${IMPORT_ID}/status

指定したインポートIDの処理状況が表示されます。

{
    "import_status":"succeeded",
    "progress":100,
    "name":"expansion_storage_image",
    "disk_format":"raw",
    "container_format":"bare",
    "location":"/v1/AUTH_790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/container/
expansion_storage_image.img.gz",
    "id":"3f7d0a93-1373-480d-9d2f-a3c8cf6abf88",
    "min_ram":"0",
    "min_disk":"0"
}

増設ストレージの生成

インポート状況の一覧取得
[対象リージョン：全リージョン]

インポートの処理状況の一覧を取得します。

インポートの処理状況は、リクエスト日時が新しい順に取得されます。この一覧に表示されるエクスポートの処理状況

は、トークンのプロジェクトスコープで参照できる範囲に限定されます。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# IMPORT_EXPORT=<仮想サーバインポート／仮想サーバエクスポートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>

3. インポートの処理状況の一覧取得

# curl -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" ${IMPORT_EXPORT}/v1/imageimport

インポートの処理状況の一覧が表示されます。

{
    "imports":[
        {
            "import_id":"112615fa-e687-4b31-abb3-107f7a14e8a6",
            "import_status":"succeeded",
            "status":"/v1/imageimport/112615fa-e687-4b31-abb3-107f7a14e8a6/status"
        },
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        {
            "import_id":"65c1d399-414a-4fef-833a-5f53975399e9",
            "import_status":"succeeded",
            "status":"/v1/images/65c1d399-414a-4fef-833a-5f53975399e9/status"
        }
    ]
}

増設ストレージの生成

3.1.3.2.3 増設ストレージの生成
[対象リージョン：全リージョン]

増設ストレージのイメージから、増設ストレージを生成します。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# BLOCKSTORAGE=<ブロックストレージのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# IMAGE_ID=<増設ストレージのイメージID>

3. パラメータファイルの準備

以下の内容をparam.jsonとして保存します。

{
    "volume": {
        "size": 100,
        "imageRef": "<IMAGE_IDの値>"
    }
}

4. 増設ストレージの作成

ボリュームの作成APIを実行します。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の増設ストレージを作成する場合

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${BLOCKSTORAGE}/v3/${PROJECT_ID}/volumes -d @param.json

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の増設ストレージを作成する場合

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${BLOCKSTORAGE}/v2/${PROJECT_ID}/volumes -d @param.json

レスポンスボディの"status"が"creating"になっている場合、ボリュームの作成は開始されています。

{
    "volume":{
        "status":"creating",
        "user_id":"d476b7a6a9a74d00b78bc87a3e87de7b",
        "attachments":[],
        "links":[
            {
                "href":"http://10.3.0.201/v2/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/
volumes/936d120c-8145-487b-95c3-8d42de40184b",
                "rel":"self"
            },
            {
                "href":"http://10.3.0.201/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/
volumes/936d120c-8145-487b-95c3-8d42de40184b",
                "rel":"bookmark"
            }
        ],
        "availability_zone":"jp-east-1a",
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        "bootable":"false",
        "encrypted":false,
        "created_at":"2018-08-30T04:18:53.656438",
        "description":null,
        "volume_type":"M1",
        "name":null,
        "source_volid":null,
        "snapshot_id":null,
        "metadata":{
            "readonly":"False"
        },
        "id":"936d120c-8145-487b-95c3-8d42de40184b",
        "size":10
    }
}

5. 変数の設定

ボリュームの作成APIで発行されたボリュームIDを変数に設定します。

PROJECT_ID=<対象のプロジェクトID>
VOLUME_ID=<作成したボリュームID>

6. 増設ストレージの生成結果の確認

以下のAPIを実行します。

curl --insecure -i -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${BLOCKSTORAGE}/v2/${PROJECT_ID}/volumes/${VOLUME_ID}

レスポンスボディの"status"が"available"になっている場合、増設ストレージの生成は完了しています。

{
    "volume":{
        "status":"available",
        "volume_image_metadata":{
            "container_format":"bare",
            "min_ram":"0",
            "disk_format":"raw",
            "image_name":"rt_vol_for_centos_image_20181011_3",
            "image_id":"8ab3b952-ddba-4f9b-af9a-43dd9baf49d6",
            "min_disk":"0",
            "size":"1073741824"
        },
        "user_id":"d476b7a6a9a74d00b78bc87a3e87de7b",
        "attachments":[],
        "links":[
            {
                "href":"http://10.3.0.201/v2/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/
volumes/016480cb-24b2-4e61-81fb-2624cb3318b2",
                "rel":"self"
            },
            {
                "href":"http://10.3.0.201/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/
volumes/016480cb-24b2-4e61-81fb-2624cb3318b2",
                "rel":"bookmark"
            }
        ],
        "availability_zone":"jp-east-1a",
        "bootable":"true",
        "encrypted":false,
        "created_at":"2018-10-11T07:02:06.000000",
        "description":null,
        "os-vol-tenant-attr:tenant_id":"790f1c092038413a8dd6771a033b17f5",
        "volume_type":"M1",
        "name":null,
        "os-vol-host-attr:host":"ror-cinder@m02_nomirror",
        "source_volid":null,
        "snapshot_id":null,
        "os-vol-mig-status-attr:name_id":null,
        "metadata":{
            "readonly":"False"
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        },
        "id":"016480cb-24b2-4e61-81fb-2624cb3318b2",
        "os-vol-mig-status-attr:migstat":null,
        "size":1
    }
}

増設ストレージのアタッチ

3.1.3.2.4 増設ストレージのアタッチ
[対象リージョン：全リージョン]

作成した増設ストレージを仮想サーバにアタッチします。

手順

1. トークンの取得

利用者管理サービスのAPIを実行してトークンを取得します。

認証トークンのスコープにドメインは指定できません。

2. 変数の設定

# COMPUTE=<コンピュートのAPIエンドポイント>
# TOKEN=<取得したトークン>
# PROJECT_ID=<プロジェクトID>
# SERVER_ID=<増設ボリュームをアタッチする仮想サーバのID>
# VOLUME_ID=<アタッチする増設ボリュームのID>

3. パラメータファイルの準備

以下の内容をparam.jsonとして保存します。

{
    "volumeAttachment": {
        "volumeId": "<VOLUME_IDの値>",
        "device": null
    }
}

4. 増設ストレージのアタッチ

ボリュームのアタッチAPIを実行します。

# curl -X POST -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${COMPUTE}/v2/${PROJECT_ID}/v2/servers/${SERVER_ID}/os-volume_attachments -d
 @param.json

"serverId"と"volumeId"が指定した値になっている場合、成功です。

{
    "volumeAttachment":{
        "device":"/dev/vdb",
        "serverId":"d7a784fa-8509-493e-84f2-7f93c400eb14",
        "id":"c67ebd2b-2c25-4f55-af02-f2bdd892c82f",
        "volumeId":"c67ebd2b-2c25-4f55-af02-f2bdd892c82f"
    }
}

5. 増設ストレージのアタッチ結果の確認

仮想サーバの情報を取得します。

# curl -X GET -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json"
 ${COMPUTE}/servers/${SERVER_ID}

"os-extended-volumes:volumes_attached"の値から、増設ボリュームがアタッチされたことを確認します。

{
    "server":{
        "status":"ACTIVE",
        "updated":"2018-08-29T07:29:03Z",
        "hostId":"2e383c5fa2a237e019332b37a802cb2954a65b3ed98cea775c9cadae",
        "OS-EXT-SRV-ATTR:host":"jp1a01-pgy024-00",
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        "addresses":{
            "service_net":[
                {
                    "OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr":"fa:16:3e:1c:fb:8b",
                    "version":4,
                    "addr":"172.16.31.214",
                    "OS-EXT-IPS:type":"fixed"
                },
                {
                    "OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr":"fa:16:3e:1c:fb:8b",
                    "version":4,
                    "addr":"100.95.250.32",
                    "OS-EXT-IPS:type":"floating"
                }
            ]
        },
        "links":[
            {
                "href":"http://10.3.0.201/v2/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/servers/
d7a784fa-8509-493e-84f2-7f93c400eb14",
                "rel":"self"
            },
            {
                "href":"http://10.3.0.201/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/servers/
d7a784fa-8509-493e-84f2-7f93c400eb14",
                "rel":"bookmark"
            }
        ],
        "key_name":null,
        "image":"",
        "OS-EXT-STS:task_state":null,
        "OS-EXT-STS:vm_state":"active",
        "OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name":"instance-00054d8d",
        "OS-SRV-USG:launched_at":"2018-08-29T07:29:02.000000",
        "OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname":"jp1a01-pgy024-00",
        "flavor":{
            "id":"1101",
            "links":[
                {
                    "href":"http://10.3.0.201/790f1c092038413a8dd6771a033b17f5/
flavors/1101",
                    "rel":"bookmark"
                }
            ]
        },
        "id":"d7a784fa-8509-493e-84f2-7f93c400eb14",
        "security_groups":[
            {
                "name":"service_secgroup"
            }
        ],
        "OS-SRV-USG:terminated_at":null,
        "OS-EXT-AZ:availability_zone":"jp-east-1a",
        "user_id":"d476b7a6a9a74d00b78bc87a3e87de7b",
        "name":"vmimport_public_win2012R2SE",
        "created":"2017-12-28T05:39:19Z",
        "tenant_id":"790f1c092038413a8dd6771a033b17f5",
        "OS-DCF:diskConfig":"MANUAL",
        "os-extended-volumes:volumes_attached":[
            {
                "id":"e2ce8e12-dd58-404d-96fc-a0f475838332"
            }
        ],
        "accessIPv4":"",
        "accessIPv6":"",
        "progress":0,
        "OS-EXT-STS:power_state":1,
        "config_drive":"",
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        "metadata":{
            "admin_pass":"AaBbCc-000"
        }
    }
}

仮想サーバにログイン後、OS種別に応じて手動で増設ストレージをマウントします。

3.1.4 専有ブロックストレージ
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

契約番号（ドメイン）単位で専用の物理ストレージプールを確保し、ブロックストレージを専有して配備する機能を提供

します。

確保した物理ストレージ上には、ほかのお客様のブロックストレージは配備されません。そのため、コンプライアンスやライ

センス管理の理由などで、物理的にほかのお客様と分離された環境（シングルテナント）が必要なケースに利用できま

す。

ヒント

仮想サーバを配備する物理ホストをお客様専有で利用したい場合は、専有仮想サーバを組み合わせて利

用できます。

提供機能

ボリュームの作成時に、専有ブロックストレージのタイプを指定することによりお客様専用の物理ストレージプールに配備

されます。作成した専有ブロックストレージは、通常のストレージと同様にプロジェクト単位で管理します。

ストレージタイプの変更により、共有環境とお客様専用のリソースプール間でストレージを移行することができます。

• ストレージ

• システムストレージ

• 増設ストレージ

• 増設ストレージのエクスポート

• 増設ストレージのインポート

• スナップショット

ヒント

スナップショットは、お客様専有の物理ストレージ内に保存されます。
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図 42 : 専有ブロックストレージの作成

注

ストレージタイプを変更する際、ストレージのサイズや使用状況に応じて､ 完了までに時間がかかることがあり

ます｡

専有ブロックストレージリソースプール

専有ブロックストレージで提供するお客様の専用の物理ストレージ環境(リソースプール)は、以下のタイプがあります。

表 96 : ブロックストレージ スタンダードタイプ (DBS1)

項目 内容

利用可能ブロックストレージタイプ 専有ブロックストレージ スタンダードタイプ

提供単位 リソース

1リソースあたりのストレージ容量 225TB (スナップショットを含む)

1リソースあたりの最大IOPS (参考値) (※) 1,000,000 IOPS

※：専有ブロックストレージで作成した全ディスクの合算値であり、ディスクあたりの最大性能ではありませ

ん。IOPSはblock size: 4K、 Read/Write 比率8:2の場合となります。

注

お客様が作成したシステムストレージ、増設ストレージ、およびスナップショットの合計が、リソースプールのスト

レージ容量を超えないように管理してください。

図 43 : 専有ブロックストレージの利用イメージ

• 専有ブロックストレージリソースプールは、ドメイン内のすべてのプロジェクト間で共用となります。

• 複数リソースを利用することで、リソースプール内のストレージ容量を増やすことができます。
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専有ブロックストレージ タイプ

提供する専有ブロックストレージタイプは、以下のとおりです。システムストレージと、増設ストレージの両方で指定するこ

とができます。

注

専有ブロックストレージタイプを指定してシステムストレージや増設ストレージを作成するには、専有ブロックス

トレージリソースプールが必要です。

専有ブロックストレージタイプ ディスクサイズ

M2.d（※） 1GB～16TB（1GB単位の指定が可能）

※：スタンダードタイプ（M2）相当

利用方法

専有ブロックストレージの使用量を算出する方法は、専有仮想サーバリソース/専有ブロックストレージの使用量算出を

参照してください。

図 44 : 専有ブロックストレージ利用開始～利用停止までの流れ

注意事項

• 専有ブロックストレージリソースプールは、各ドメイン、各リージョンで１つまでとなります。

• リソースプールに追加したリソースを削減することはできません。

• ブロックストレージが格納される物理ストレージは専有されますが、性能向上を保障するものではありません。

3.1.5 ブロックストレージの譲渡
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

以下の手順で、ブロックストレージを別の所有者に譲渡することができます。

1. ブロックストレージ所有者が譲渡要求を作成します。(Create a volume transfer)
• 譲渡要求を作成すると、ブロックストレージ譲渡IDと認証キーを取得できます。

• ブロックストレージ譲渡IDと認証キーは手順2.で必要です。認証キーを後から参照できないため注意してください。

• ブロックストレージが available((利用可能) の状態でない場合、譲渡要求は失敗します。

• 譲渡要求がデータベース内で有効な場合 (失効していない、または削除されていない場合)、ブロックストレージは

「awaiting-transfer」 (譲渡待ち) の状態になります。

ヒント

受理待ちの譲渡要求はAPIで確認できます。(List volume transfers for a project、Show volume
transfer detail)

ブロックストレージの譲渡先(新しい所有者)が譲渡要求を受理した後は、その譲渡要求は利用できない

状態になります。
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2. ブロックストレージ所有者が、譲渡IDと認証キーをブロックストレージの譲渡先(新しい所有者)に連絡します。(例:
電子メール)

3. ブロックストレージの譲渡先(新しい所有者)が、ブロックストレージ譲渡ID と認証キーを使用して譲渡要求を受理し

ます。(Accept a volume transfer)

注

譲渡用のクォータが不足している場合、譲渡は失敗します。
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第 6 章

3.2 スナップショット [東日本第1／第2、西日本第1／第2]

3.2.1 スナップショット機能
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

利用中のブロックストレージに対して、スナップショットを作成します。システムストレージまたは増設ストレージのどちらでも

利用できます。

以下の機能を提供します。

スナップショットの取得

仮想サーバで利用中のブロックストレージに対するスナップショットを取得します。仮想サーバが稼働中または停止中のど

ちらの状態でも取得できます。

取得したスナップショットは、ブロックストレージのリストアや複製に利用できます。ただし、システムストレージの複製に利

用する場合は、以下の手順の実施後にスナップショットを取得してください。

• OS種別がLinuxのシステムストレージの場合

以下のネットワーク設定の削除手順に従ってネットワーク設定を削除してください。

なお、該当のネットワーク設定が残ったままの状態でスナップショットを取得した場合、そのスナップショットから作成され

た仮想サーバとはネットワーク通信できません。その場合は、作成した仮想サーバを削除し、以下の手順の実施後に

取得したスナップショットから再度仮想サーバを作成してください。

対象OS
• CentOS 6.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 6.x（xは数字）

その他、以下をOSとする仮想サーバイメージを作成する場合は、該当するネットワーク設定が存在しないため対処

不要です。

• CentOS 7.x（xは数字）

• CentOS 8.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 7.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 8.x（xは数字）

• Rocky Linux 8.x（xは数字）

• Ubuntu
• Red Hat OpenShift Container Platform 3.x（xは数字）

• Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（xは数字）

ネットワーク設定の削除手順

1. write_net_rulesの無効化

/lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules

上記ファイル内に記載されている以下の行を、コメントアウト（行頭に#を追加）します。

DRIVERS=="?*", IMPORT{program}="write_net_rules"

2. /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rulesの削除

rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

• OS種別がWindowsのシステムストレージの場合

Windows OSのSysprep手順を実施してください。

なお、Sysprep手順の実施後に取得したスナップショットを、配備済みの仮想サーバのシステムストレージにリストア

しないでください。仮想サーバとネットワーク通信ができなくなったり、OSの設定が初期化されたりする可能性がありま

す。その場合は、リストア用のSysprep実施前に取得していたスナップショットをリストアすることで、仮想サーバを復旧

できます。

- 191 -



注

仮想サーバが稼働状態で取得したスナップショットを再利用した場合の動作は保証できません。確実な動作

を期待するバックアップデータとしたい場合は、仮想サーバが停止状態のときに取得するようにしてください。仮

想サーバの稼働中に取得すると、スナップショットにメモリキャッシュ上にあるディスク書き込み待ちのデータが含

まれないなどの原因で、データの不整合が発生する場合があります。

スナップショットの削除

不要になった取得済みスナップショットデータを、指定して削除します。

スナップショットからのリストア

スナップショットを取得元のブロックストレージにリストアできます。

スナップショットからの複製

ブロックストレージの新規作成時にスナップショットを指定することで、スナップショットの取得元ブロックストレージを複製で

きます。

注

• システムストレージとして再利用する場合は、スナップショットの取得元ブロックストレージがブート可能である

必要があります。

• スナップショットからの複製でブロックストレージを作成する場合、ストレージタイプは選択できません。
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第 7 章

3.3 スナップショット [東日本第3／西日本第3]

3.3.1 スナップショット機能
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

利用中のブロックストレージに対して、スナップショットを作成します。システムストレージまたは増設ストレージのどちらでも

利用できます。

スナップショットの取得

仮想サーバで利用中のブロックストレージに対するスナップショットを取得します。仮想サーバが稼働中または停止中のど

ちらの状態でも取得できます。

取得したスナップショットは、ブロックストレージのリストアや複製に利用できます。ただし、システムストレージの複製に利

用する場合は、スナップショット取得前に以下の手順を実施してください。

• OS種別がLinuxのシステムストレージの場合

以下のネットワーク設定の削除手順に従ってネットワーク設定を削除してください。

なお、該当のネットワーク設定が残ったままの状態でスナップショットを取得した場合、そのスナップショットから作成され

た仮想サーバとはネットワーク通信できません。その場合は、作成した仮想サーバを削除し、以下の手順の実施後に

取得したスナップショットから再度仮想サーバを作成してください。

対象OS
• CentOS 6.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 6.x（xは数字）

その他、以下をOSとする仮想サーバイメージを作成する場合は、該当するネットワーク設定が存在しないため対処

不要です。

• CentOS 7.x（xは数字）

• CentOS 8.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 7.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 8.x（xは数字）

• Rocky Linux 8.x（xは数字）

• Ubuntu
• Red Hat OpenShift Container Platform 3.x（xは数字）

• Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（xは数字）

ネットワーク設定の削除手順

1. write_net_rulesの無効化

/lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules

上記ファイル内に記載されている以下の行を、コメントアウト（行頭に#を追加）します。

DRIVERS=="?*", IMPORT{program}="write_net_rules"

2. /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rulesの削除

rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

• OS種別がWindowsのシステムストレージの場合

Windows OSのSysprep手順を実施してください。

なお、Sysprep手順の実施後に取得したスナップショットを、配備済みの仮想サーバのシステムストレージにリストア

しないでください。仮想サーバとネットワーク通信ができなくなったり、OSの設定が初期化されたりする可能性がありま

す。その場合は、リストア用のSysprep実施前に取得していたスナップショットをリストアすることで、仮想サーバを復旧

できます。
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注

仮想サーバが稼働状態で取得したスナップショットを再利用した場合の動作は保証できません。確実な動作

を期待するバックアップデータとしたい場合は、仮想サーバが停止状態のときに取得するようにしてください。仮

想サーバの稼働中に取得すると、スナップショットにメモリキャッシュ上にあるディスク書き込み待ちのデータが含

まれないなどの原因で、データの不整合が発生する場合があります。

ヒント

作成済みのブロックストレージ（ボリューム）を複製するために、以下の機能を提供します。

各機能の使い分けは、「スナップショット、イメージ、バックアップの使い分け」を参照してください。

• スナップショット

• イメージ

• バックアップ

スナップショットの削除

不要になった取得済みスナップショットデータを、指定して削除します。

スナップショットからのリストア

以下の方法でスナップショットからブロックストレージをリストアできます。

スナップショットの取

得元

リストア先 リストア方法

スナップショット取得元の仮想

サーバ
以下の手順でリストアしてください。

1. システムストレージが接続されている仮想サーバを解放状

態にします。

2. システムストレージをアタッチしたまま、ステータスを

[available]に変更します（Reset a volume's 
statuses）。

3. スナップショットからシステムストレージを復元します（

Revert volume to snapshot）。

4. システムストレージのステータスが[available]になっている

ことを確認してから、ステータスを[in-use]に変更します（

Reset a volume's statuses）。

5. 仮想サーバを復元します。

注

手順4で、ステータスが[available]になっていること

を必ず確認してください。

ステータスが[available]でない場合にReset a 
volume's statusesを実行すると、リストアに失敗

することがあります。

システムストレージ

新規仮想サーバ 仮想サーバの作成時にスナップショットを指定してください。

増設ストレージ スナップショット取得元のスト

レージ
以下の手順でリストアしてください。

1. 増設ストレージを仮想サーバから切断します。

2. スナップショットから増設ストレージを復元します。

3. 増設ストレージを仮想サーバに接続します。
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スナップショットの取

得元

リストア先 リストア方法

新規ストレージ ストレージの作成時にスナップショットを指定してください。

注

システムストレージとして再利用する場合は、スナッ

プショット元となるブロックストレージがブート可能で

ある必要があります。

スナップショットの取得元とは

異なる既存のブロックストレー

ジ

リストアできません。

注

• リストアの過程で一時的なスナップショットが1つ作成されます。「制限値」のストレージに関する制限値を参

照して、スナップショットの取得数が上限に達していないことを確認してください。

なお、一時的なスナップショットは、リストア完了後に自動的に削除されます。

• ストレージタイプは変更できません。

ヒント

リストアされるのは、最新のスナップショットです。古いスナップショットをリストアする場合は、それよりも新しいス

ナップショットを削除してからリストアしてください。
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第 8 章

3.4 バックアップ [東日本第3／西日本第3]

3.4.1 バックアップ機能
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

利用中のブロックストレージまたはスナップショットからバックアップを作成します。システムストレージおよび増設ストレージ

のバックアップも作成できます。

バックアップしたデータは、ブロックストレージやスナップショットとは異なるストレージ機器（オブジェクトストレージ）に保存さ

れます。

バックアップの作成

作成済のブロックストレージやスナップショットからバックアップを作成します。ブロックストレージを利用している仮想サーバ

が、稼働中、停止中どちらの状態でもバックアップを作成できます。

バックアップしたデータは、取得元ブロックストレージのリストアや別のブロックストレージへの複製に利用できます。

完全バックアップまたは増分バックアップを指定できます。

増分バックアップを利用する場合は、直前に作成したバックアップからの差分データだけを保存します。そのため、保存す

るデータサイズを削減でき、利用料金を抑えることができます。

ヒント

• 対象のブロックストレージにバックアップが存在していない場合は、完全バックアップを指定してください。

• プロジェクト内で利用できるストレージ容量には制限があります。詳細は制限値を参照してください。
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注

• 以下をリストアした場合の動作は保証できません。

• 稼働中の仮想サーバが利用しているブロックストレージから作成したバックアップ

• 仮想サーバが稼働状態で取得したスナップショットから作成したバックアップ

以上のバックアップは、メモリキャッシュ上にあるディスク書き込み待ちのデータが含まれないなどが原因で、

データの不整合が発生する場合があります。

確実な動作を期待するバックアップデータを作成したい場合は、停止状態の仮想サーバから取得したス

ナップショットからバックアップを実施してください。

• 対象のブロックストレージ、スナップショットのサイズに応じて、バックアップの作成時間を要します。仮想サー

バの停止時間を短縮するために、「表 97 : スナップショットを活用したバックアップ手順」を参照してくださ

い。

• バックアップの過程で、作成されるブロックストレージはバックアップ完了後自動的に削除されます。

• ”object_size”というキーのメタデータはIaaS基盤によって予約されているため、作成しないでください。

• スナップショットからバックアップを作成する際は、対象のスナップショットのステータスが「available」であること

を確認してください。

• 増分バックアップを作成する際は、増分対象のブロックストレージから作成された最新のバックアップのステー

タスが「available」であることを確認してください。

• 増分バックアップの場合でも、増分データの量によっては、完全バックアップより時間がかかることがあります。

複製したブロックストレージをシステムストレージとして利用する場合は、バックアップ取得前に以下の手順を実施してくだ

さい。

• OS種別がLinuxのシステムストレージの場合

以下のネットワーク設定の削除手順に従ってネットワーク設定を削除してください。

なお、該当のネットワーク設定が残ったままの状態でバックアップを取得した場合、そのバックアップから作成された仮想

サーバとはネットワーク通信できません。その場合は、作成した仮想サーバを削除し、以下の手順の実施後に取得し

たバックアップから再度仮想サーバを作成してください。

対象OS
• CentOS 6.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 6.x（xは数字）

その他、以下をOSとする仮想サーバイメージを作成する場合は、該当するネットワーク設定が存在しないため対処

不要です。

• CentOS 7.x（xは数字）

• CentOS 8.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 7.x（xは数字）

• Red Hat Enterprise Linux 8.x（xは数字）

• Rocky Linux 8.x（xは数字）

• Ubuntu
• Red Hat OpenShift Container Platform 3.x（xは数字）

• Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（xは数字）

ネットワーク設定の削除手順

1. write_net_rulesの無効化

/lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules

上記ファイル内に記載されている以下の行を、コメントアウト（行頭に#を追加）します。

DRIVERS=="?*", IMPORT{program}="write_net_rules"

2. /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rulesの削除

rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

• OS種別がWindowsのシステムストレージの場合
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Windows OSのSysprep手順を実施してください。

なお、Sysprep手順の実施後に取得したバックアップを、配備済みの仮想サーバのシステムストレージにリストアしない

でください。仮想サーバとネットワーク通信ができなくなったり、OSの設定が初期化されたりする可能性があります。そ

の場合は、リストア用のSysprep実施前に取得していたバックアップをリストアすることで、仮想サーバを復旧できます。

ヒント

• 作成済みのブロックストレージ（ボリューム）を複製するために、以下の機能を提供します。

各機能の使い分けは、「スナップショット、イメージ、バックアップの使い分け」を参照してください。

• スナップショット

• イメージ

• バックアップ

• APIを利用することで、バックアップの上限値と現在の使用量を確認することができます。

詳細は、APIリファレンス（東日本リージョン3／西日本リージョン3）の「Show absolute limits for
project」を参照してください。

• スナップショットを指定して、増分バックアップを取得することもできます。

この場合、対象のブロックストレージで直前に作成したバックアップとスナップショット作成時点との差分デー

タが保存されます。

• 以下の手順でスナップショットを活用してバックアップすることで、お客様のメンテナンス時間を短縮することが

できます。

表 97 : スナップショットを活用したバックアップ手順

バックアップ取得元 バックアップ方法

システムストレージ 以下の手順でバックアップしてください。

1. システムストレージが接続されている仮想サーバを停止状態にします。 
2. システムストレージからスナップショットを取得します（Create a 

snapshot）。

3. 手順1で停止させた仮想サーバを起動状態にします。

4. 手順2で取得したスナップショットからバックアップを実行します。

5. バックアップ完了後、バックアップのステータスが[available]になっているこ

とを確認します。

6. 手順2で取得したスナップショットを削除します。

増設ストレージ 以下の手順でバックアップしてください。

1. 増設ストレージを仮想サーバから切断します。

2. 増設ストレージからスナップショットを取得します（Create a snapshot）。

3. 増設ストレージを仮想サーバに接続します。

4. 手順2で取得したスナップショットからバックアップを実行します。

5. バックアップ完了後、バックアップのステータスが[available]になっているこ

とを確認します。

6. 手順2で取得したスナップショットを削除します。

バックアップの削除

不要になったバックアップを指定して、削除します。
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注

増分バックアップが作成されている場合、ベースとなったバックアップは削除できません。この場合、増分バック

アップを先に削除してください。

バックアップからのリストア

以下の方法でバックアップからブロックストレージをリストアできます。

リストア先 バックアップ取得元 リストア方法

バックアップ取得元のブロックス

トレージ

作成済のブロックストレージ

システムストレージ 以下の手順でリストアしてください。

1. リストア先のシステムストレージの状態が以下であることを確

認します。 
• ステータスが[in-use]であること

• バックアップサイズ以上の大きさが確保されていること

2. システムストレージが接続されている仮想サーバを解放状

態にします。 
3. システムストレージをアタッチしたまま、ステータスを

[available]に変更します（Reset a volume's 
statuses）。

4. バックアップからシステムストレージを復元します（Restore 
a backup）。 
volume_idパラメーターには、リストア先に指定するシステム

ストレージのUUIDを指定してください。

5. リストアが完了し、システムストレージのステータスが

[available]になっていることを確認します。

6. システムストレージのステータスが[available]になっている

ことを確認してから、ステータスを[in-use]に変更します（

Reset a volume's statuses）。

7. 仮想サーバを復元します。

注

手順1でシステムストレージのステータスが

[available]の場合、手順4、5だけ実行してくださ

い。
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リストア先 バックアップ取得元 リストア方法

増設ストレージ 以下の手順でリストアしてください。

1. リストア先の増設ストレージの状態が以下であることを確認

します。 
• ステータスが[in-use]であること

• バックアップサイズ以上の大きさが確保されていること

2. 増設ストレージを仮想サーバから切断します。

3. バックアップから増設ストレージを復元します（Restore a 
backup）。 
volume_idパラメーターには、リストア先に指定する増設ス

トレージのUUIDを指定してください。

4. リストアが完了し、増設ストレージのステータスが

[available]になっていることを確認します。

5. 増設ストレージを仮想サーバに接続します。

注

手順1で増設ストレージのステータスが

[available]の場合、手順3、4だけ実行してくださ

い。

新規ブロックストレージ システムストレージ

増設ストレージ

以下の手順でリストアしてください。

1. バックアップからブロックストレージを復元します（Restore a 
backup）。 
volume_idパラメーターは、指定しないでください。新規に

作成ブロックストレージが作成され、バックアップのリストアが

行われます。

2. リストアが完了し、ブロックストレージのステータスが

[available]になっていることを確認します。

注

システムストレージとして再利用する場合は、バックアップ元のブロックストレージがブート可能である必要があ

ります。

ヒント

バックアップ取得元と異なるストレージタイプを、リストア先に指定できます。

注意事項

バックアップを作成したプロジェクト以外から、バックアップを利用することはできません。
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第 9 章

3.5 オブジェクトストレージ [東日本第1／第2、西日本第1／
第2]

3.5.1 オブジェクトストレージとは
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

格納するデータを、オブジェクト（コンテンツとメタデータからなる）単位で分割保存するオンラインストレージです。オブジェ

クトベース・ストレージと呼ぶこともあります。

オブジェクトストレージは、リージョン単位で用意されたエンドポイントに対し、コンテナの作成やオブジェクトの登録などの

操作によって、バイナリデータを格納することができるサービスです。

リージョンに格納されたデータは、複数のアベイラビリティゾーンに分散して格納されます。これにより、アベイラビリティゾー

ンのうち1か所が停止した場合でも、ほかのアベイラビリティゾーンからデータが取り出せることを保証します。

3.5.2 コンテナの作成／削除
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

オブジェクトを格納するためのコンテナ（入れ物）を、作成または削除します。

コンテナの作成

リージョンを指定してコンテナを作成します。以下の項目を設定してください。

コンテナは階層構造を持たないため、すべて並列に作成されます。

• アクセスポリシーの設定 (ACL)
• バージョニング

• カスタムメタデータ管理

コンテナの削除

コンテナを削除します。

オブジェクトが存在するコンテナは削除できません。

3.5.3 コンテナの管理
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

既存のコンテナに対し、設定内容を変更します。

変更可能な項目は以下のとおりです。

• アクセスポリシーの設定 (ACL)
• バージョニング

• カスタムメタ情報の付与

3.5.4 アクセスポリシーの設定 (ACL)
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

コンテナに対してアクセスポリシー (ACL) を設定し、コンテナ／オブジェクトへのアクセスを許可することができます。

アクセスポリシーは、以下の2つの方法で設定することができます。

• プロジェクト／ユーザーに対するポリシー設定
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• HTTPリクエストに含まれるリファラヘッダーに対するポリシー設定

プロジェクト／ユーザーに対するポリシー設定

プロジェクトまたはユーザーごとに、アクセスポリシーを設定することができます。

付与できる権限

• コンテナ／オブジェクトの読取り

• コンテナ／オブジェクトの書込み

HTTPリクエストに含まれるリファラヘッダーに対するポリシー設定

リファラで通知されるホストまたはドメインに対して、アクセスポリシーを設定することができます。例えば、ウェブサイトからの

オブジェクトの読取りアクセスを許可する場合などに、設定してください。

付与できる権限

• コンテナの読取り（オブジェクトの一覧取得）

• オブジェクトの読取り

ヒント

リファラの許可を設定すると、トークンの認証なしで読取りが可能となります。この設定は、セキュリティのレベル

が低下するため、推奨しません。

詳細は『APIリファレンス（Foundation Service編）』を参照してください。

3.5.5 バージョニング
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

既存のコンテナに対し古いオブジェクトの待避用コンテナを設定することで、以降そのコンテナに登録されるすべてのオブ

ジェクトのバージョニングを自動的に実施します。

バージョニング対象となったコンテナに対しオブジェクトが登録された場合、古いオブジェクトは特定の命名規則に従ってリ

ネームされ、待避用コンテナへ移動します。また、最新のオブジェクトを削除した場合は、1つ前のオブジェクトが待避用コ

ンテナから元のコンテナに移動します。このとき元のオブジェクト名にリネームされます。

バージョニングの開始

あらかじめ待避用とするコンテナを作成します。次にバージョニングを行いたいコンテナに対して、待避用コンテナを設定し

ます。

バージョニングの停止

バージョニングを行っているコンテナから、待避用コンテナの設定を削除します。

バージョニングを停止しても、待避先コンテナが削除されることはありません。

旧バージョンのオブジェクト取得方法

待避用コンテナから直接取得します。待避されたオブジェクトは、以下の命名規則に従って格納されます。

[オブジェクト名の長さ][オブジェクト名]/[タイムスタンプ]

命名規則

• オブジェクト名の長さは、16進表記で0埋め3桁の文字列です。

• タイムスタンプは、最新オブジェクトの作成時間です。

3.5.6 カスタムメタデータ管理
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

- 202 -



オブジェクトストレージサービスで利用するコンテナおよびオブジェクトには、用途に合わせてユーザーが自由にメタデータを

設定したり、変更したりすることができます。

カスタムメタデータの設定には、HTTPヘッダーを利用します。

メタデータの設定／変更

利用したいコンテナまたはオブジェクトに、メタデータ名を付けて設定します。すでに設定済みのメタデータを変更する場

合は、既存のメタデータ名を指定すると、メタデータが上書きされます。

• コンテナへのメタデータ設定

以下の形式で設定します。

X-Container-Meta-{メタデータ名}: {メタデータ値}

• オブジェクトへのメタデータ設定

以下の形式で設定します。

X-Object-Meta-{メタデータ名}: {メタデータ値}

注

オブジェクトのメタデータは毎回新規設定となり、既存のメタデータは保持されません。保持したい場合は、

ユーザーが再設定する必要があります。

メタデータの削除

設定済みのメタデータを削除します。すでに設定済みのメタデータに空文字列を設定するか、または以下の形式で削除

します。

• コンテナのメタデータ削除

X-Remove-形式を使用する場合、メタデータ値の指定内容は無視されます。

X-Remove-Container-Meta-{メタデータ名}: {メタデータ値}

3.5.7 オブジェクトの登録／削除
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

作成済みのコンテナを指定して、データを格納する機能を提供します。格納する際にメタ情報を付与して、データとメタ

情報の一式をオブジェクトとして扱うことができます。

オブジェクトの登録

ローカルにあるデータを指定し、コンテナにオブジェクトとして格納します。オブジェクトを登録するときに、以下の項目を設

定します。

表 98 : オブジェクト設定項目一覧

項目 説明 必須

オブジェクトの自動削除設定 以下のどちらかの条件を選択します。

• オブジェクト作成から一定期間経過後に削除

• 特定の日時に削除

カスタムメタデータ カスタムメタデータ管理で説明する形式に従い、任意のメタデータを指

定します。
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ヒント

• オブジェクトを格納するには、先にコンテナを作成しておく必要があります。オブジェクトだけを登録することは

できません。

• コンテナ内に大量のオブジェクトが作成されている場合、オブジェクトの一覧情報を取得すると応答

遅延が発生することがあります。性能低下を回避するため、1コンテナへのオブジェクト作成数の上限

は1,000,000件を推奨します。

オブジェクトの削除

コンテナに格納されているオブジェクトを削除します。

3.5.8 オブジェクトの管理
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

既存のオブジェクトに対し、データの取得、オブジェクトのコピー、登録情報の変更などの機能を提供します。

オブジェクトの取得

既存のオブジェクトを指定し、データをダウンロードします。

オブジェクトのコピー

既存のオブジェクトを指定し、コピーを作成します。新しいオブジェクトは、同じコンテナに作られます。

登録情報の変更

既存のオブジェクトを指定し、設定内容を変更します。

表 99 : オブジェクト設定項目一覧

項目 説明 必須

オブジェクトの自動削除設定 以下のどちらかの条件を選択します。

• オブジェクト作成から一定期間経過後に削除

• 特定の日時に削除

カスタムメタデータ カスタムメタデータ管理で説明する形式に従い、任意のメタデータを指

定します。
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第 10 章

3.6 オブジェクトストレージ [東日本第3／西日本第3]

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

格納するデータを、オブジェクト（コンテンツとメタデータからなる）単位で分割保存するオンラインストレージです。

オブジェクトストレージは、リージョン単位で用意されたエンドポイントに対し、コンテナ（バケット）の作成やオブジェクトの登録など

の操作によって、データを格納できるサービスです。

本オブジェクトストレージは、以下の2種類のAPIを提供します。

• Swift互換API

従来のFUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-Oで提供している機能であり、OpenStackのSwiftとの互換性を重視し

たAPIです。

機能の詳細については「オブジェクトストレージ」を参照してください。

• S3互換API

Amazon S3との互換性を重視したAPIです。

機能の詳細については「オブジェクトストレージ [S3互換]」を参照してください。

ヒント

• S3互換APIでは、Swift互換APIにおけるコンテナをバケットと呼びます。

• Swift互換APIとS3互換APIの両方を利用できますが、一方のAPIを使用して他方のリソースを操作できませ

ん。 操作対象のリソースに応じたAPIを使用してください。

提供機能

2種類のAPIで提供する機能範囲は、以下のように異なります。

分類 機能 オブ

ジェク

トスト

レー

ジ [
Swift互
換]

オブ

ジェク

トスト

レージ

[S3互

換]

作成 コンテナ（バケット）を作成 ◯ ◯

削除 空のコンテナ（バケット）を削除 ◯ ◯

コンテナ（バケット）の一覧を表示 ◯ ◯

コンテナ（バケット）内のオブジェクトを一覧表示 ◯ ◯

コンテナ（バケット）内のオブジェクトのすべてのバージョンに関

するメタデータを一覧表示

◯ ◯

一覧

進行中のマルチパートアップロードの一覧を表示 - ◯

アクセス権 バケットのアクセス権を表示 - ◯

ACL コンテナ（バケット）のACLを表示 ◯ ◯

バケットのCORS情報を設定 - ◯

バケットのCORS情報を表示 - ◯

CORS

バケットのCORS情報を削除 - ◯

コンテナ／バ

ケットに関する

処理

管理

ポリシー バケットのポリシー情報を設定 - ◯
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分類 機能 オブ

ジェク

トスト

レー

ジ [
Swift互
換]

オブ

ジェク

トスト

レージ

[S3互

換]

バケットのポリシー情報を取得 - ◯

バケットのポリシーを削除 - ◯

バケットのバージョニングを設定 - ◯バージョン

管理
バケットのバージョニング状態の情報を取得 - ◯

アップロード オブジェクトをコンテナ（バケット）にアップロード ◯ ◯

コピー 既存のオブジェクトをコピー - ◯

マルチパートアップロードを開始してアップロードIDを取得 - ◯

パート（分割データ）をアップロード - ◯

パート（分割データ）のデータソースとして既存のオブジェクト

からデータをコピー

- ◯

マルチパートアップロードの分割データ一を覧表示 - ◯

分割データを結合し、マルチパートアップロードを完了 - ◯

登録

マルチパー

トアップロー

ド

マルチパートアップロードの中止 - ◯

オブジェクトをダウンロード ◯ ◯ダウンロード

オブジェクトのメタデータを取得 ◯ ◯

オブジェクトを削除 ◯ ◯削除

複数のオブジェクトを削除 - ◯

オブジェクトにタグ情報を追加 - ◯

オブジェクトのタグ情報を取得 - ◯

タグ

オブジェクトのタグ情報を削除 - ◯

オブジェクトに関

する処理

管理

ACL オブジェクトのACLを取得 - ◯

作成 プロジェクト／テナントを作成 ◯ ※ ◯ ※

削除 プロジェクト／テナントを削除 - ◯ ※

一覧 プロジェクト／テナントの一覧を表示 ◯ ※ ◯ ※

プロジェクト／テ

ナントに関する

処理

管理

メタデータ アカウントのメタデータを取得 ◯ ※ -

作成 グループ・ユーザーを作成 ◯ ※ ◯ ※

削除 グループ・ユーザーを削除 ◯ ※ ◯ ※

グループ・ユー

ザーに関する処

理

管理 一覧 グループ・ユーザーの一覧を表示 ◯ ※ ◯ ※

設定 コンテナに対する整合性レベルの設定 ◯ ◯整合性レベルに

関する処理
表示 コンテナに設定した整合性レベルの表示 ◯ ◯
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※[Swift互換]および[S3互換]のグループ・ユーザーの管理は異なります。

注

オブジェクトストレージへの書込み操作は「結果整合性」です。

結果整合性の詳細については「結果整合性」を参照してください。

3.6.1 オブジェクトストレージ
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

OpenStack Swift APIとの互換性を重視したオブジェクトストレージを提供します。

APIで利用できるコマンドは以下のとおりです。

種類 説明 操作

コンテナ・オブ

ジェクト操作コ

マンド

利用者はコンテナを作成し、オブジェクトをアップロード／ダウンロードで

きます。

コンテナ

オブジェクト

3.6.1.1 コンテナ
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

オブジェクトを格納するためのコンテナ（入れ物）を、作成または削除します。

提供機能

機能 説明

コンテナの作成 リージョンとアクセスポリシー（ACL）を指定してコンテナを作成します。

コンテナ名は、本オブジェクトストレージ内で一意である必要があります。

指定したコンテナ名がすでに別のアカウントで使用されている場合、以下のヘッ

ダーが返却されます。

HTTP/1.1 409 Conflict

コンテナは階層構造を持たないため、すべて並列に作成されます。

コンテナの削除 コンテナを削除します。

オブジェクトが存在するコンテナは削除できません。

コンテナの管理 アクセスポリシー

の設定 (ACL)
コンテナに対してアクセスポリシー (ACL) を設定し、コンテナ／オブジェクトへのアク

セスを許可することができます。

プロジェクトまたはユーザーごとに、アクセスポリシーを設定することができます。付与

できる権限は、以下のとおりです。

• コンテナ／オブジェクトの読取り

• コンテナ／オブジェクトの書込み

3.6.1.2 オブジェクト
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

作成済みのコンテナにデータを格納します。

オブジェクトを格納するには、先にコンテナを作成しておく必要があります。オブジェクトだけを登録することはできません。
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提供機能

機能 説明

オブジェクトの登録 ローカルにあるデータを指定し、コンテナにオブジェクトとして格納します。

オブジェクトの削除 コンテナに格納されているオブジェクトを削除します。

オブジェクトの取得 既存のオブジェクトを指定し、データをダウンロードします。

3.6.1.3 整合性レベル
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

コンテナに対して整合性レベルを設定します。

提供機能

機能 説明

整合性レベルの設定 コンテナに対して整合性レベルを設定します。

整合性レベルの表示 コンテナに設定されている整合性レベルを表示します。

整合性レベル

設定可能値 説明

read-after-new-write 新規オブジェクトには書き込み後の読み込み整合性を、オブジェクトの更新には結果整合

性を提供します。

available 「read-after-new-write」整合性レベルと動作は同じですが、HEAD処理については結

果整合性のみを提供します。 結果整合性の詳細については「結果整合性」を参照してく

ださい。

ヒント

• 整合性レベルが「read-after-new-write」の場合、HEAD object、またはGET object処理で「存在しな

いオブジェクト」を検索すると 500エラーになることがあります。このため整合性レベルを「available」にするこ

とを推奨します。

• 整合性レベルが「available」の場合、HEAD object、またはGET object処理で「存在しないオブジェク

ト」を検索すると 404エラーになります。

3.6.2 オブジェクトストレージ [S3互換]
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

Amazon S3 APIとの互換性を重視したオブジェクトストレージを提供します。

※本章はNetAppの製品マニュアルを引用して記載しております。

S3互換APIでは、契約内で利用する仮想リソースを、テナントという単位で分割して管理します。会社内の組織または

部門で使用する仮想システムを、明確に分けて管理したい場合などに利用します。
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図 45 : オブジェクトストレージ [S3互換]の利用イメージ

APIで利用できるコマンドには、以下の2種類があります。

種類 説明 操作

テナント管理操

作コマンド

利用者はテナントを作成し、アカウントの管理およびアクセスキー・シー

クレットキーの作成ができます。

IaaSの契約者および全体管理者の権限が必要です。

ヒント

APIのリクエストbodyはJSON形式で記載してください。レ

スポンスbodyはJSON形式の応答です。

テナント

グループ

ユーザー

アクセスキー・シークレット

キー
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種類 説明 操作

バケット・オブ

ジェクト操作コ

マンド

利用者はバケットを作成し、オブジェクトをアップロード／ダウンロードで

きます。バケットおよびオブジェクトに対してはS3相当の機能が利用で

きます。

契約者および全体管理者の権限は不要ですが、テナント管理操作コ

マンドで払い出されるアクセスキー・シークレットキーが必要です。

バケットやオブジェクトへのアクセスには、以下のようなパス形式の

URLを使用します。

<オブジェクトストレージ [S3 互換]のエンドポイント>/
v2/< バケット名>/<オブジェクト名>

例）

https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.
global.fujitsu.com/v2/TEST-BUCKET/TEST-OBJ

注

APIのリクエストには署名バージョン4の署名情報を付加す

る必要があります。

署名情報の詳細については「署名情報」を参照してくださ

い。

バケット

オブジェクト

マルチパート

利用の流れ

バケットやオブジェクトを利用するにあたって、事前に必要となるテナント管理操作を以下に示します。

図 46 : テナント管理操作

払い出されたアクセスキー・シークレットキーを使用することで、オブジェクトストレージ [S3互換]を利用できます。
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図 47 : バケット・オブジェクト操作

注

オブジェクトストレージの利用には以下の注意事項があります。

• テナントを作成するためには、契約者および全体管理者権限のトークンが必要です。

• 1つの契約ドメインで複数のテナントを作成できます。

• 契約者および全体管理者権限があれば、契約ドメイン内のすべてのテナントに対してテナント管理操作コ

マンドを利用できます。このため、契約ドメイン内であれば、ほかのテナントに対してもアクセスできます。

• テナント管理操作コマンドで取り扱うユーザー／グループはオブジェクトストレージ [S3互換]用のユーザー／

グループです。

• ポリシーを設定することで、テナントやバケットに対するアクセス権や実行権限を制御できます。

ポリシー設定の詳細については、「ポリシー設定」を参照してください。

• オブジェクトストレージへの書込み操作は「結果整合性」です。

結果整合性の詳細については「結果整合性」を参照してください。

3.6.2.1 テナント
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

テナントを作成することで、ユーザーやグループを作成・管理できます。また、テナントごとにストレージの使用量を設定で

きます。

提供機能

機能 説明

テナントの作成 テナントを作成します。作成されたテナントはオブジェクトストレージ [S3互換]全体において一意

です。

ユーザー、グループ、バケットの作成には、テナントが必要です。

テナントを作成すると、テナントの管理者として「root」ユーザーが自動的に作成されます。

クォータサイズを指定すると、使用可能なストレージ容量の上限を設定できます。実際にストレー

ジの領域は確保されません。

クォータサイズは、ギガバイト単位で指定します。なお、クォータサイズに「null」を指定すると、ディ

スク使用量が無制限に設定されます。省略した場合も同様です。

テナントの削除 指定したテナントを削除します。

テナント内にバケットやオブジェクトが残っている場合は、テナントを削除できません。テナント内の

データをすべて削除したあと、テナントを削除してください。
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機能 説明

テナント情報の変

更
指定したテナントの情報（テナント名またはクォータサイズ）を変更します。

クォータサイズを指定すると、使用可能なストレージ容量の上限を設定できます。実際にストレー

ジの領域は確保されません。

クォータサイズは、ギガバイト単位で指定します。なお、クォータサイズに「null」を指定すると、ディ

スク使用量が無制限に設定されます。省略した場合も同様です。

注

格納されているオブジェクトよりクォータサイズを小さく設定した場合、それ以降はオブ

ジェクトを格納できなくなります。なお、設定変更によって格納されているオブジェクト

が削除されることはありません。

テナント情報の取

得
指定したテナントの情報を取得します。

テナント情報一覧

の取得
作成したテナントの一覧を取得します。

テナントが一つも存在しない場合は空のレスポンスボディが返却されます。

テナントの作成例

テナント（<TEST-TENANT>）を作成し、テナント識別子を取得します。<トークンID>には事前に払い出されたトークン

を指定します。

[root]# curl  https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com/v2/admin/accounts
 -X POST -H "X-Auth-Token:<トークンID>" -d '{ name:<TEST-TENANT> }'

ヒント

テナントの作成～オブジェクトのアップロードまでの主な流れ

テナントの作成 > グループの作成 > ユーザーの作成 > グループにユーザーを所属 > アクセスキー・シークレッ

トキーの払い出し > バケットの作成 > オブジェクトのアップロードまたはオブジェクトを分割してアップロード

3.6.2.2 グループ
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

グループにはユーザーを所属させることができます。また、グループにグループポリシー（アクセス権や実行権限）を設定する

ことで、そのグループに所属するユーザーの操作を制限できます。

ヒント

グループポリシーについてはポリシー設定を参照してください。

提供機能

機能 説明

グループの作成 指定したテナントにグループを作成します。

グループの削除 指定したグループを削除します。グループにユーザーが所属している場合でも削除できます。

所属するグループがなくなったユーザーは、バケットやオブジェクトにアクセスできなくなります。

グループの情報の

変更
指定したグループの情報を変更します。

グループの情報の

取得
指定したグループの情報を取得します。
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機能 説明

グループ情報一覧

の取得
指定したテナントのグループ一覧を取得します。

指定したテナントにグループが1つも存在しない場合は空のレスポンスボデイが返却されます。

グループの作成例

グループ（<TEST-GROUP>）を作成します。テナントIDにはテナントの作成で得られたユニークなテナント識別子を指

定します。

以下の例では、すべてのアクションおよびすべてのバケットに対するアクセス許可をグループポリシーに設定します。ポリシー

設定の詳細については、「ポリシー設定」を参照してください。

[root]# curl  https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com/v2/admin/<テ
ナントID>/groups -X POST -H "X-Auth-Token:<トークンID>" -d '{ uniqueName:<TEST-GROUP>,
 Statement:[{"Effect:Allow","Action:*","Resource:urn:sgws:s3:::*" }]}'

ヒント

テナントの作成～オブジェクトのアップロードまでの主な流れ

テナントの作成 > グループの作成 > ユーザーの作成 > グループにユーザーを所属 > アクセスキー・シークレッ

トキーの払い出し > バケットの作成 > オブジェクトのアップロードまたはオブジェクトを分割してアップロード

3.6.2.3 ユーザー
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ユーザーは、オブジェクトストレージの利用者ごとに作成するアカウントです。ユーザーはグループに所属することでオブジェ

クトストレージにアクセスできます。

テナントを作成すると、テナントの管理者として「root」ユーザーが自動的に作成されます。

「root」ユーザーに対してすべてのオペレーションを禁止するようなバケットポリシーを設定しても、「root」ユーザーのバケッ

トに関する権限（PUT Bucket Policy/DELETE Bucket Policy/GET Bucket Policy）は保持されます。

注

「root」ユーザーは特権ユーザーです。このため、通常の運用では一般ユーザーを使用してバケットやオブジェ

クトを操作してください。

提供機能

機能 説明

ユーザーの作成 ユーザーを作成します。

rootという名前のユーザーは作成できません。

ユーザーの削除 指定したユーザーを削除します。

「root」ユーザーは削除できません。

ユーザーに払い出したアクセスキー・シークレットキーは、そのユーザーを削除すると使用できなくな

ります。

ユーザーの情報の

更新
指定したユーザーの情報（ユーザー名または所属グループ）を変更します。

「root」ユーザーの情報は変更できません。

ユーザーの情報の

取得
指定したユーザーの情報を取得します。
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機能 説明

ユーザー情報一覧

の取得
指定したテナントのユーザー一覧を取得します。一覧のデフォルト表示件数は25件、最大表示

件数は500件です。

500件以上の情報を取得する場合は、limit、marker、includeMarkerのパラメーターを使用し

てください。

ユーザーの作成例

ユーザー（<TEST-USER>）を作成します。テナントIDにはテナントの作成で得られたユニークなテナント識別子を指定

します。

[root]# curl  https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com/v2/admin/<テナン
トID>/users -X POST -H "X-Auth-Token:<トークンID>" -d '{ uniqueName:<TEST-USER>}'

ユーザーのグループ割当て例

ユーザー（<TEST-USER>）をグループ（<TEST-GROUP>）に所属させます。グループIDにはグループの作成で得られ

たユニークなグループIDを指定します。ユーザーIDにはユーザーの作成で得られたユニークなユーザーIDを指定します。

[root]# curl  https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com/v2/admin/<テナ
ントID>/users/<ユーザーID> -X PATCH -H "X-Auth-Token:<トークンID>" -d '{ memberOf:<グルー
プID>}'

ヒント

テナントの作成～オブジェクトのアップロードまでの主な流れ

テナントの作成 > グループの作成 > ユーザーの作成 > グループにユーザーを所属 > アクセスキー・シークレッ

トキーの払い出し > バケットの作成 > オブジェクトのアップロードまたはオブジェクトを分割してアップロード

3.6.2.4 アクセスキー・シークレットキー
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

アクセスキー・シークレットキーは、ユーザーがバケットやオブジェクトにアクセスするために必要です。シークレットキーは、ア

クセスキーに紐づいて作成されます。

ヒント

アクセスキー・シークレットキーではなく、署名情報を使用してバケットやオブジェクトへのアクセスを許可すること

もできます。

署名情報の詳細については「署名情報」を参照してください。

提供機能

機能 説明

アクセスキー・シー

クレットキーの作成
指定したユーザーのアクセスキー・シークレットキーを作成します。

アクセスキーには有効期限を設定してください。アクセスキーの有効期限の入力フォーマットは以

下のとおりです。

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.[0-9][0-9][0-9]Z

アクセスキーの有効期限に「null」を指定すると、有効期限が無期限になります。

設定例

2020-09-04T23:59:59.000Z

アクセスキーの削

除
指定したアクセスキーを削除します。
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機能 説明

アクセスキー一覧

の取得
指定したユーザーのアクセスキー一覧を取得します。

一覧に表示されるアクセスキーの値はマスクされているため、アクセスキーは特定されません。

アクセスキー・シークレットキーの払い出し例

ユーザーの作成で作成したユーザーに対してアクセスキー・シークレットキーを払い出します。

以下の例では、キーの有効期限を2020年3月31日に設定しています。

[root]# curl https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com/v2/admin/<テ
ナントID>/users/<ユーザーID>/s3-access-keys -X POST -H "X-Auth-Token:<トークンID>" -d
 '{ expires:2020-03-31T00:00:00:000Z}'

ヒント

テナントの作成～オブジェクトのアップロードまでの主な流れ

テナントの作成 > グループの作成 > ユーザーの作成 > グループにユーザーを所属 > アクセスキー・シークレッ

トキーの払い出し > バケットの作成 > オブジェクトのアップロードまたはオブジェクトを分割してアップロード

3.6.2.5 バケット
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

バケットは、オブジェクトを格納するための入れ物です。また、バケットにバケットポリシー（アクセス権や実行権限）を設定

することで、バケットとオブジェクトへの操作を制限できます。

ヒント

バケットポリシーについてはポリシー設定を参照してください。

注

APIのリクエストには署名バージョン4の署名情報を付加する必要があります。

署名情報の詳細については「署名情報」を参照してください。

提供機能

機能 説明

バケットの作成 バケット名を指定してバケットを作成します。

バケットは1テナント当たり最大1,000個まで作成できます。

リージョン内ですでに使用されているバケット名は指定できません。

バケット名がすでに使用されている場合は、バケット作成時に以下のヘッダーが返

却されます。

HTTP/1.1 409 Conflict

注

バケットを作成するにはRoot Access権限をもつグループに属している

ユーザーで実行する必要があります。

バケットの削除 指定したバケットを削除します。

バケットにオブジェクトが残っている場合は削除できません。
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機能 説明

バケットポリシー

の設定
バケットポリシーは、バケットとバケット内のオブジェクトに対して適用されます。

バケットポリシーを設定することで、バケットとバケット内のオブジェクトに対するユー

ザーの操作を制御できます。

バケットポリシーについてはポリシー設定を参照してください。

CORSの設定 バケットにCORS（Cross-Origin Resource Sharing）を設定することでクロスオ

リジン要求を処理できるようにします。

CORSの設定はXML形式で指定する必要があります。

ヒント

CORSとは、あるドメインのクライアントWebアプリケーションが別のドメ

インのリソースにアクセスできるようにするセキュリティ機能です。

例えば、Imagesバケットに画像データを格納するとします。Imagesバ

ケットに対してCORSを設定することで、そのバケット内の画像を

Webサイト（http://www.example.com）に表示できます。

注

CORSを設定するにはRoot Access権限をもつグループに属している

ユーザーで実行する必要があります。

バージョン管理

の設定
バケット内のオブジェクトに対してバージョン管理を有効にします。

バージョン管理を有効にすると、意図しない上書きや削除からオブジェクトを保護

できます。

マルチパートの

リスト

進行中のマルチパートアップロードリストを取得します。

タグ情報の付

与

指定したバケットにタグを追加します。

バケットの管理

タグ情報の削

除

指定したバケットのタグを削除します。

ヒント

タグが設定されていないバケットに対してタグの削除を実行すると、正

常終了と同様にHTTP 204が返却されます。

バケットの作成例

アクセスキー・シークレットキーの払い出しで払い出されたキーを使用してバケットを作成します。

以下は、署名付きURLを利用してテナント（<TEST-TENANT>）内にバケット（<TEST-BUCKET>）を作成する例で

す。署名付きURLについては署名情報を参照してください。

[root]# curl -v -X PUT https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com/<TEST-
BUCKET>?<署名付きURL>

ヒント

テナントの作成～オブジェクトのアップロードまでの主な流れ

テナントの作成 > グループの作成 > ユーザーの作成 > グループにユーザーを所属 > アクセスキー・シークレッ

トキーの払い出し > バケットの作成 > オブジェクトのアップロードまたはオブジェクトを分割してアップロード

3.6.2.6 オブジェクト
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]
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オブジェクトは、オブジェクトストレージに格納されるデータとオブジェクトの情報（メタデータ）で構成されています。

注

APIのリクエストには署名バージョン4の署名情報を付加する必要があります。

署名情報の詳細については「署名情報」を参照してください。

提供機能

機能 説明

オブジェクトの登録 ローカルのデータを、オブジェクトとしてバケットに格納します。

格納できるオブジェクトの最大サイズは5TBです。

オブジェクトのアップロード1回当たりの最大サイズは5GBです。5GBを超えるオブ

ジェクトをアップロードする場合は、マルチパートアップロードを利用して分割アップ

ロードしてください。

マルチパートアップロードについてはマルチパートを参照してください。

単一のオブジェ

クトの削除
指定したオブジェクトを削除します。オブジェクトの

削除

複数のオブジェ

クトの削除
単一のリクエストで複数のオブジェクト（最大1,000）を削除します。

バージョン管理が有効になっているバケットでは、複数オブジェクトの削除を利用で

きません。

オブジェクトの取得 指定したオブジェクトをダウンロードします。

タグ情報の付

与
指定したオブジェクトにタグを追加します。

バージョン管理されているバケットのオブジェクトに対して、バージョンを指定せずに

タグを追加した場合、最新バージョンにタグが追加されます。

オブジェクトの

管理

タグ情報の削

除
指定したオブジェクトのタグを削除します。

タグが設定されていないオブジェクトに対してタグの削除を実行すると、正常終了と

同様にHTTP 204が返却されます。

オブジェクトのアップロード例

アクセスキー・シークレットキーの払い出しで払い出されたキーを使用してオブジェクトを作成します。

以下は、署名付きURLを利用してテナント（<TEST-TENANT>）内のバケット（<TEST-BUCKET>）にオブジェクト

（<TEST-OBJ>）をアップロードする例です。署名付きURLについては署名情報を参照してください。

[root]# curl -v -X PUT https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com/<TEST-
BUCKET>/<TEST-OBJ>?<署名付きURL> -T <TEST-OBJ>

ヒント

テナントの作成～オブジェクトのアップロードまでの主な流れ

テナントの作成 > グループの作成 > ユーザーの作成 > グループにユーザーを所属 > アクセスキー・シークレッ

トキーの払い出し > バケットの作成 > オブジェクトのアップロードまたはオブジェクトを分割してアップロード

3.6.2.7 マルチパート
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

利用者が分割した大容量のオブジェクトを、1つのオブジェクトとしてアップロードできる機能を提供します。

マルチパートアップロードは5MB～5TBのオブジェクトに使用できます。
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マルチパートアップロードする分割データのサイズは5MiB（5,242,880Byte）～5GiB（5,368,709,120Byte）までです。

ただし、最後にアップロードされるデータサイズは5MiB未満でも構いません。なお、分割データはバイナリモードでバイト単

位に分割してください。

注

• APIのリクエストには署名バージョン4の署名情報を付加する必要があります。署名情報の詳細については

「署名情報」を参照してください。

• 1つのバケットに対して同時に実行するマルチパートアップロードが1,000件を超えないようにしてください。

1,000件を超えると、そのバケットに対する List Multipart Uploadsのクエリで完全な結果が返却されない

ことがあります。

• マルチパートアップロードが15日以内に完了しない場合、関連するすべてのデータがシステムから削除され

ます。

• 最後にアップロードする分割データ以外に5MiB未満のサイズのデータを指定した場合、マルチパートの完

了処理でステータスコードは200ですが、同時に「Multipart part too small. All multipart parts must
be 5 MiB or larger except for the last part which can be any size.」のメッセージが出力され、アップ

ロードは失敗しています。

• アップロードされた分割データの情報は、非同期でオブジェクトストレージ全体に同期されます。 そのため、

アップロードされたすべての分割データの情報がオブジェクトストレージに完全に同期される前にマルチパー

トアップロードの完了を実行すると、InvalidPartエラーで失敗することがあります。 また、その際にステータス

コードが200で返却されることがあります。

パート番号と ETag値の組合せが正しいときに InvalidPartエラーで失敗した場合は、数秒待ってからマル

チパートアップロードの完了を再実行してください。

提供機能

機能 説明

マルチパートアッ

プロードの開始
マルチパートアップロードに必要なアップロードIDを取得します。続けて、「分割した

データのアップロード」を実行してください。

アップロードIDはマルチパートアップロードにおいて一意です。

分割したデータ

のアップロード
分割したデータをアップロードします。アップロードIDと分割したデータごとに1～

10000までの任意のパート番号が必要です。

分割したデータがアップロードされるたびに Etagヘッダーが返却されます。この 
ETag値とパート番号は、分割したデータの結合に必要です。

すべてのデータのアップロードが完了したら、「マルチパートアップロードの完了」を実

行してください。

マルチパートアッ

プロードの実行

マルチパートアッ

プロードの完了
アップロードされた分割データを結合し、1つのオブジェクトを作成します。データは

パート番号の昇順に結合されます。アップロードIDと分割データのリスト（パート番

号と ETag値の組合せ）が必要です。

マルチパートアップロードの中止 マルチパートアップロードを中止します。

マルチパートの一覧 マルチパートアップロードの実行でアップロードされた分割データを一覧表示しま

す。

完了または中止されたマルチパートアップロードのアップロードIDを指定した場合

は、以下のヘッダーが返却されます。

HTTP/1.1 404 Not Found

マルチパートによるオブジェクトのアップロード例
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アクセスキー・シークレットキーの払い出しで払い出されたキーを使用してオブジェクトを作成します。

以下は、署名付きURLを利用してテナント（<TEST-TENANT>）内のバケット（<TEST-BUCKET>）に、分割した

データ（オブジェクト番号（<partNumber>）とアップロードID（<uploadId））を1つのオブジェクト（<TEST-OBJ>）として

アップロードする例です。署名付きURLについては署名情報を参照してください。

[root]# curl -v -X PUT https://objectstorage-s.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com/<TEST-
BUCKET>/<TEST-OBJ>?partNumber=<partNumber>&uploadId=<uploadId><署名付きURL> -T <TEST-OBJ>

ヒント

テナントの作成～オブジェクトのアップロードまでの主な流れ

テナントの作成 > グループの作成 > ユーザーの作成 > グループにユーザーを所属 > アクセスキー・シークレッ

トキーの払い出し > バケットの作成 > オブジェクトのアップロードまたはオブジェクトを分割してアップロード

3.6.2.8 バケットライフサイクル
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

バケット内のオブジェクトに対して有効期限を設定し、有効期限を過ぎたオブジェクトを自動的に削除することができま

す。

バージョン管理が有効なバケットでは以下の設定が利用できます。

• Expiration設定

設定された有効期限に達した場合、オブジェクトに対して削除マーカーが付与され、対象のオブジェクトは旧バージョ

ンとして保持されます。

• NoncurrentVersionExpiration設定

旧バージョンとなった日からの保持期限を設定します。保持期限に達した場合は旧バージョンのオブジェクトは削除さ

れます。

バージョン管理が無効なバケットでは、Expirationの期限に達した対象オブジェクトは削除されます。

注

バケットライフサイクルによる削除は、Expirationの期限に達したあとに対象オブジェクトが削除対象として

キューイングされ、非同期で処理されます。非同期での削除は基盤の負荷状況によっては数日かかることが

あります。

オブジェクトに設定された有効期限を確認するには、HEAD Object または GET Object を使用します。

提供機能

機能 説明

ライフサイクルの設定 指定したバケットにライフサイクルを設定します。

ライフサイクルの設定取得 指定したバケットのライフサイクル設定を取得します。

ライフサイクルの設定削除 指定したバケットのライフサイクル設定を削除します

バケットライフサイクルの設定

記載項目

バケットライフサイクルはxml形式で以下の項目を利用して定義します。

項目 説明

LifecycleConfiguration 本項目の中にポリシー（Rule～Prefixの組合せ）を記載します。

Rule 本項目の中にポリシー（ID～Prefixの組合せ）を記載します。
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項目 説明

ID ルールの識別のために付ける任意の文字列を255文字以内で記載します。

Expiration 本項目の中にポリシー（DateまたはDays）を記載します。

Date ルールが有効になる日時をタイムスタンプ形式で指定します。

Days ルールの対象となるオブジェクトの有効期間を日数で指定します。

Filter ルールを適用するオブジェクトを特定する場合に記載します。

AND Filterの中で、prefixやtagの対象オブジェクトをAND条件で指定する場合に記載し

ます。

Prefix オブジェクトのプレフィックス名を記載します。

Tag 本項目の中にポリシー（Key～Valueの組合せ）を記載します。

Key オブジェクトに設定されているキーを記載します。

Value オブジェクトに設定されているキーに対する値を記載します。

NoncurrentVersionExpiration本項目の中にポリシー（NoncurrentDays）を記載します。

NoncurrentDays オブジェクトが最新バージョンでなくなってからの有効期限に指定する日数を数値で記

載します。

Status ルールの有効／無効（EnabledまたはDisabled）を記載します。

記載ルール

バケットライフサイクルの設定は、1 つ以上のライフサイクルルールで構成します。

<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
     …
  </Rule> 
  <Rule> 
     …
  </Rule> 
</LifecycleConfiguration>

• ルール（<Rule>）は最大1000 個記載できます。

• <Rule>の中で<ID>、および<Status>の指定は必須です。

• ルールが適用されるオブジェクトを特定するためには、<Filter>の中に、<Prefix>、および<Tag>を指定します。

• オブジェクトの有効期限には、<Expiration>の中に<Date>、または<Days>を指定します。

なお、1つの<Rule>の中に<Date>と<Days>は同時に指定できません。

• オブジェクトが最新バージョンでなくなってからの有効期限には、<NoncurrentVersionExpiration>の中

に<NoncurrentDays>を指定します。

全体の記述形式を以下に示します。

<LifecycleConfiguration >
  <Rule>
    <ID>string</ID>
    <Filter>
      <And>
        <Prefix>string</Prefix>
        <Tag>
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          <Key>string</Key>
          <Value>string</Value>
        </Tag>
    …
      </And>
      <Prefix>string</Prefix>
      <Tag>
        <Key>string</Key>
        <Value>string</Value>
      </Tag>
    </Filter>    
    <Expiration>
      <Date>timestamp</Date>
      <Days>integer</Days>
    </Expiration>  
    <NoncurrentVersionExpiration>
      <NoncurrentDays>integer</NoncurrentDays>
    </NoncurrentVersionExpiration>
        …
    <Status>string</Status>
        …
  </Rule>
      …
</LifecycleConfiguration>

バケットライフサイクルの設定例

例1：連携しない複数のルールを記載する

rule#1：オブジェクト名が"logdata/"で始まるオブジェクトを、格納されてから100日後にバケットから削除するルール

rule#2：オブジェクト名が"auditlog/"で始まり、タグ（<Tag>）がkey="auditkey"、Value="audittag"であるオブジェク

トを、2025年3月31日9:00に削除するルール

<LifecycleConfiguration>
  <Rule>    
    <ID>rule#1</ID>   
      <Filter> 
        <Prefix>logdata/</Prefix> 
      </Filter>   
      <Expiration>   
        <Days>100</Days>  
      </Expiration>   
      <Status>Enabled</Status>   
  </Rule>    
  <Rule>    
    <ID>rule#2</ID>   
      <Filter>   
        <And>  
          <Prefix>auditlog/</Prefix> 
          <Tag> 
            <Key>auditkey</Key>
            <Value>audittag</Value>
          </Tag> 
        </And>  
      </Filter>   
      <Expiration> 
        <Date>2025-03-31T09:00:00Z</Date> 
      </Expiration>
      <Status>Enabled</Status>
  </Rule>    
</LifecycleConfiguration>
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例2：連携する項目を指定した1つのルールを記載する

バージョン管理が有効なバケットで、オブジェクト名が"logs/"で始まるオブジェクトが、

最新バージョンがオブジェクトの格納3日経過後に削除され、

最新のバージョンでなくなってから2日後にバケットから削除されるルール

<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>expiration_3day</ID>
    <Prefix>logs/</Prefix>
    <Status>Enabled</Status>
    <Expiration>
      <Days>3</Days>
    </Expiration>
    <NoncurrentVersionExpiration>
      <NoncurrentDays>2</NoncurrentDays>
    </NoncurrentVersionExpiration>
  </Rule>
</LifecycleConfiguration>

ヒント

削除マーカーとはバージョン管理されたオブジェクトのプレースホルダーです。

バージョン管理されていないバケットの場合、<Expiration>で設定した日時に達するとオブジェクトは完全に

削除されます。

図 48 : Expirationで"Days=3"とNoncurrentVersionExpirationで"NoncurrentDays=2"を
組み合わせて設定した場合の動作例

例3：有効条件が異なる複数のルールを記載する

rule#1：<Rule>の中で<Filter></Filter>と指定した全オブジェクトに適用されるルール

rule#2：<Rule>の中で<Status>に"Disabled"と指定した無視されるルール

<LifecycleConfiguration> 
  <Rule>
    <ID>rule#1</ID>
       <Filter></Filter>
        <Expiration> 
          <Days>100</Days> 
        </Expiration>
     <Status>Enabled</Status>
  </Rule>
  <Rule> 
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    <ID>rule#2</ID> 
  　　<Filter> 
        <Prefix>logs/</Prefix>
      </Filter> 
      <Expiration> 
        <Days>100</Days> 
      </Expiration> 
        <NoncurrentVersionExpiration> 
          <NoncurrentDays>10</NoncurrentDays> 
        </NoncurrentVersionExpiration> 
      <Status>Disabled</Status> 
  </Rule> 
</LifecycleConfiguration>

ヒント

• <Filter></Filter>と指定すると、全オブジェクトがルールの対象になります。

• <Rule>の中で<Status>に"Disabled"を指定すると、そのルールは無視されます。

一時的にルールを無効にしたい場合に有効です。

3.6.2.9 ポリシー設定
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

バケットやグループに対して、アクセス権や実行権限を指定したポリシーを設定できます。

ポリシーは以下の2種類があります。

• バケットポリシー

バケットポリシーは、バケットに対するアクセス権や実行権限を設定します。これによりバケットとオブジェクトへの操作を

制限できます。

ヒント

バケットポリシーの更新は結果整合性となります。結果整合性の詳細については「結果整合性」を参照し

てください。

注

バケットポリシーの指定内容によって、以下のような注意事項があります。

• 「root」ユーザーに対してすべてのバケット操作を禁止した場合でも、バケットに対するポリシーの変更権

限は引き続き「rootユーザー」に割り当てられます。

• ほかのテナントに所属するグループに対してバケット操作を許可する場合、バケットポリシーの変更権限を

ポリシーで許可すると405 MethodNot Allowedエラーが返されます。

• ほかのテナントの「root」ユーザーを含むすべてのユーザーに対して任意の操作権限を許可する場合、バ

ケットポリシー処理に対する変更権限をポリシーで許可すると405 Method Not Allowedエラーが返され

ます。

• すべてのユーザーに対してすべてのバケット操作を許可する場合、ほかのテナントの「root」ユーザーを

含むすべてのユーザーについては、バケットのすべてのポリシー処理に対する権限で405 Method Not
Allowedエラーが返されます。

• すべてのユーザーに対してすべてのバケット操作を禁止した場合でも、バケットポリシー処理に対する権限

は引き続き「rootユーザー」に割り当てられます。

• ほかのテナント（匿名テナント）にオブジェクトの書込み権限を付与した場合、オブジェクトはバケット所有

者アカウントによって所有され、バケットポリシーが適用されます。

• グループポリシー

グループポリシーには、グループに所属するユーザーに対してアクセス権や実行権限を設定します。これにより、グループ

に所属するユーザーの操作やアクセス範囲を制限できます。
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ヒント

グループポリシーの更新は結果整合性となります。結果整合性の詳細については「結果整合性」を参照し

てください。

提供機能

機能 説明

バケットポリシー

の設定
指定したバケットにバケットポリシーを設定します。

バケットポリシーの指定方法については「ポリシーの指定項目」を参照してくださ

い。

バケットポリシー

の取得
指定したバケットポリシーを取得します。

バケットポリシー

バケットポリシー

の削除
指定したバケットポリシーを削除します。

グループポリ

シーの設定
指定したグループにグループポリシーを設定します。

グループポリシーの指定方法については「ポリシーの指定項目」を参照してくださ

い。

グループポリ

シーの変更
指定したグループポリシーを変更します。

グループポリ

シーの取得
指定したグループポリシーを取得します。

グループポリ

シー

グループポリ

シーの削除
指定したグループポリシーを削除します。

3.6.2.9.1 ポリシーの指定項目
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ポリシーに指定可能な項目について説明します。

ポリシーは以下のようなJSON形式で記載します。

{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowListBucketOfASpecificUserPrefix",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "urn:sgws:s3:::department-bucket",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "s3:prefix": "${sgws:username}/*"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            ...
        }
    ]
}

ポリシーに指定可能な項目を以下に示します。
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項目 説明 バケットポ

リシー

グループ

ポリシー

Statement 本項目の中にポリシー（Sid～Conditionの組合せ）を記載しま

す。

◯ ◯

Sid ユーザーが識別のために付ける任意の文字列を記述します。 △ △

Effect ポリシーの方向性を指定します。そのポリシーが許可（Allow）を

表すか禁止（Deny）を表すかを指定します。

◯ ◯

Principal／NotPrincipal ポリシーの対象者（テナント、グループ、ユーザー）を指定します。 ◯ ×

Action／NotAction ポリシーの対象となる操作（バケット／オブジェクトに対する操作

権限）を指定します。

◯ ◯

Resource／
NotResource

ポリシーの対象になるリソース（バケット／オブジェクト）を指定し

ます。

◯ ◯

Condition 条件式を使用して、ポリシーを適用する条件を指定できます。 △ △

◯：必須、△：任意、×：指定不可

Statement（バケットポリシー：必須／グループポリシー：必須）

本項目の中にポリシー（Sid～Conditionの組合せ）を記載します。

指定形式 "Statement": { "< ポリシー（Sid ～Condition の組合せ）>" }

設定例

"Statement": [
    {
        <ポリシー（Sid ～Condition の組合せ）>
    },
    {
        <ポリシー（Sid ～Condition の組合せ）>
    }
]

ヒント

1つのStatementの中に、複数のポリシー（Sid～Conditionの組合せ）を記載できます。

Sid（バケットポリシー：省略可／グループポリシー：省略可）

ユーザーが識別のために付ける任意の文字列を記述します。

指定形式 "Sid": "< 任意の文字列>"

設定例 "Sid": "AllowEveryoneReadOnlyAccess"

Effect（バケットポリシー：必須／グループポリシー：必須）

ポリシーの方向性を指定します。そのポリシーが許可（Allow）を表すか禁止（Deny）を表すかを指定します。
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指定形式

• 許可を表すポリシー

"Effect": "Allow"

• 禁止を表すポリシー

"Effect": "Deny"

ヒント

• 複数のポリシーで同一の対象（ Principal／NotPrincipal 、 Action／NotAction
、Resource／NotResource ）を設定している場合、Effect がDeny に設定されているポリシーがひとつ

でもあれば、Deny が優先して適用されます。

Principal／NotPrincipal（バケットポリシー：必須／グループポリシー：指定不可）

ポリシーの対象者（テナント、グループ、ユーザー）を指定します。

ヒント

• 「root」ユーザーのリソースへのアクセスはデフォルトで許可されます。

• グループポリシーの場合、暗黙的に自身のグループがポリシーの対象になります。このため、グループポリシー

に本項目の指定は不要です。

• バケットポリシーの作成時に、作成予定のグループやユーザーを指定できます。

指定形式

「Principal」は包含、「NotPrincipal」は除外を意味します。指定した対象者にポリシーを適用する場

合は「Principal」、指定した対象者以外にポリシーを適用する場合は「NotPrincipal」を使用してくださ

い。

• テナント識別子を使用する場合

"Principal": { "SGWS": "< テナント識別子>"}

"NotPrincipal": { "SGWS": "< テナント識別子>"}

• URNを使用する場合

"Principal": { "SGWS": "<URN>" }

"NotPrincipal": { "SGWS": "<URN>" }

<URN>には以下の構文を使用します。

urn:sgws:identity::< テナント識別子>:root
urn:sgws:identity::account_id:user/< ユーザー名>
urn:sgws:identity::account_id:group/< グループ名>
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設定例

• 匿名ユーザーを含むすべてのユーザーを指定する場合

"Principal": "*"

ヒント

すべてのユーザーに権限を付与する場合だけ、ワイルドカード（*）を使用できます。

• 特定のテナント（テナント識別子：27233906934684427525）を指定する場合

"Principal": { "SGWS": "27233906934684427525" }

ヒント

テナントに所属しているすべてのユーザーが対象になります。

• 特定のテナント（テナント識別子：27233906934684427525）の「root」ユーザーだけを指定する場

合

"Principal": { "SGWS": "urn:sgws:identity::27233906934684427525:root" }

• 特定のテナント（テナント識別子：27233906934684427525）のユーザー（User-A）だけを指定する

場合

"Principal": { "SGWS": "urn:sgws:identity::27233906934684427525:user/
User-A" }

• 特定のテナント（テナント識別子：27233906934684427525）のユーザー（User-A）以外を指定する

場合

"NotPrincipal": { "SGWS": "urn:sgws:identity::27233906934684427525:
user/User-A" }

• 特定のテナント（テナント識別子：27233906934684427525）のグループ（Managers）だけを指定

する場合

"Principal": { "SGWS": "urn:sgws:identity::27233906934684427525:group/
Managers" }

• ユーザー名の代わりにUUIDを指定する場合

urn:sgws:identity::27233906934684427525:user-uuid/de305d54-75b4-
431badb2-eb6b9e546013

注

ユーザー名を使用した権限の付与には、意図せず同名のユーザーへ権限を付与してしまう

危険性があります。これを回避するためには、UUIDを使用した権限の付与を推奨します。

Action／NotAction（バケットポリシー：必須／グループポリシー：必須）

ポリシーの対象となる操作（バケット／オブジェクトに対する操作権限）を指定します。

操作権限を明示的に割り当てなければ、バケット／オブジェクトに対する操作は実行できません。

また、明示的にバケット／オブジェクトに対する操作を禁止することで、ほかのポリシーで許可された操作を禁止できま

す。
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指定形式

「Action」は包含、「NotAction」は除外を意味します。指定した操作にポリシーを適用する場合は「

Action」、指定した操作以外にポリシーを適用する場合は「NotAction」を使用してください。

"Action": "< 操作権限>"

"NotAction": "< 操作権限>"

<操作権限>に指定できる操作権限については「表 100 : 操作権限」を参照してください。

設定例

"Action": "s3:*"

ヒント

ワイルドカード（*）を使用してすべての操作権限や特定の操作権限を指定できます。

表 100 : 操作権限

種別 権限 S3 REST APIの処理

s3:CreateBucket PUT Bucket 

s3:DeleteBucket DELETE Bucket 

s3:DeleteBucketPolicy DELETE Bucket policy 

s3:GetBucketAcl GET Bucket ACL 

s3:GetBucketCORS GET Bucket cors 

s3:GetBucketPolicy GET Bucket policy 

s3:GetBucketVersioning GET Bucket versioning 

s3:ListAllMyBuckets GET Service

s3:ListBucket GET Bucket (List Objects)
HEAD Bucket

s3:ListBucketMultipartUploads List Multipart Uploads 

s3:ListBucketVersions GET Bucket versions 

s3:PutBucketCORS DELETE Bucket cors
PUT Bucket cors

s3:PutBucketPolicy PUT Bucket policy 

バケットに適用でき

る権限

s3:PutBucketVersioning PUT Bucket versioning 

s3:AbortMultipartUpload Abort Multipart Upload 

s3:DeleteObject DELETE Object
DELETE Multiple Objects

s3:DeleteObjectTagging DELETE Object Tagging 

s3:DeleteObjectVersionTagging DELETE Object Tagging（オブジェクトの特定の

バージョン） 

オブジェクトに適用

できる権限

s3:DeleteObjectVersion DELETE Object（オブジェクトの特定のバージョン） 
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種別 権限 S3 REST APIの処理

s3:GetObject GET Object
HEAD Object

s3:GetObjectAcl GET Object ACL 

s3:GetObjectTagging GET Object Tagging 

s3:GetObjectVersionTagging GET Object Tagging（オブジェクトの特定のバー

ジョン） 

s3:GetObjectVersion GET Object（オブジェクトの特定のバージョン） 

s3:ListMultipartUploadParts List Parts 

s3:PutObject PUT Object
PUT Object - Copy
Initiate Multipart Upload
Complete Multipart Upload
Upload Part
Upload Part - Copy

s3:PutObjectTagging PUT Object Tagging 

s3:PutObjectVersionTagging PUT Object Tagging（オブジェクトの特定のバー

ジョン） 

Resource／NotResource（バケットポリシー：必須／グループポリシー：必須）

ポリシーの対象になるリソース（バケット／オブジェクト）を指定します。

グループポリシーの作成時に、作成予定のバケットを指定できます。

指定形式

「Resource」は包含、「NotResource」は除外を意味します。指定したリソースにポリシーを適用する場

合は「Resource」、指定したリソース以外にポリシーを適用する場合は「NotResource」を使用してくだ

さい。

指定形式はURNを使用した以下の形式です。

"Resource": "<URN>"

"NotResource": "<URN>"

<URN>の指定には以下の構文を使用します。

urn:sgws:s3:::< バケット名>
urn:sgws:s3:::< バケット名>/<オブジェクト名>

注

<オブジェクト名>に指定できる文字は、JSON UTF-8形式またはJSON \uエスケープシーケ

ンスを使用してエンコードする必要があります。パーセントエンコーディングはサポートされていま

せん。

PUT Bucket policy処理のHTTP要求の本文は、charset=UTF-8でエンコードする必要

があります。
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設定例

• バケット名にmybukcetを指定する場合

"Resource": "urn:sgws:s3:::mybucket/*"

ヒント

ワイルドカード（*, ?）を使用してすべてのリソースや特定のリソースを指定できます。アスタリ

スク（*）は0文字以上の文字を表し、疑問符（?）は任意の1文字を表します。

• オブジェクト名の一部にポリシー変数を使用する場合

"Resource": "urn:sgws:s3:::mybucket/home/${sgws:username}/*"

ヒント

条件式にはポリシー変数を指定できます。ポリシー変数の詳細については「ポリシー変数」

を参照してください。

Condition（バケットポリシー：省略可／グループポリシー：省略可）

条件式を使用して、ポリシーを適用する条件を指定できます。

指定形式

条件キーと値のペアを条件演算子で評価します。

"Condition": { "< 条件演算子>": { "<条件キー>": "<値>" } }

<条件演算子>に指定できる条件演算子は「表 101 : 条件演算子」を、<条件キー>に指定できるキー

は「表 102 : 条件キー」を参照してください。

設定例

• 複数の条件式を使用する場合

"Condition": {
    "StringLike": {
        "s3:prefix": "admin-user/*"
        "s3:delimiter": "admin"
    },
    "StringNotEquals": {
        "s3:max-keys": "1000"
    }
}

ヒント

1つのConditionの中に複数の条件式を記載できます。また、各条件式に条件キーと値の

ペアを複数個指定できます。

• 条件式にポリシー変数を使用する場合

"Condition": {
    "StringLike": {
        "s3:prefix": "${sgws:username}/*"
    }
}

ヒント

条件式にはポリシー変数を指定できます。ポリシー変数の詳細については「ポリシー変数」

を参照してください。

表 101 : 条件演算子
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分類 条件演算子 説明

StringEquals 完全に一致する（大文字と小文字の区別あり）

StringNotEquals 完全に一致しない（大文字と小文字の区別あり）

StringEqualsIgnoreCase 完全に一致する（大文字と小文字の区別なし）

StringNotEqualsIgnoreCase 完全に一致しない（大文字と小文字の区別なし）

StringLike 指定された文字列が含まれている（大文字と小文字の区

別あり）

ヒント

ワイルドカード文字（*, ?）を使用できます。

String

（条件キーを文字

列値と比較）

StringNotLike 指定された文字列が含まれていない（大文字と小文字の

区別あり）

ヒント

ワイルドカード文字（*, ?）を使用できます。

NumericEquals 完全に一致する

NumericNotEquals 完全に一致しない

NumericGreaterThan 指定された値を超過する

NumericGreaterThanEquals 指定された値以上である

NumericLessThan 指定された値未満である

Numeric

（条件キーを数値

と比較）

NumericLessThanEquals 指定された値以下である

Null Check

（条件キーの有無

を確認）

Null 条件キーがあるかどうかを確認する

表 102 : 条件キー

カテゴリ 適用される条件キー 説明

リソース／アイデンティティ sgws:username APIリクエストを実行したユーザー名と比較します。バケッ

トまたはオブジェクトの処理に使用できます。

s3:delimiter APIリクエスト※のdelimiterパラメーターと比較します。

s3:max-keys APIリクエスト※のmax-keysパラメーターと比較します。

S3:ListBucket
および
S3:ListBucket
Versions権

s3:prefix APIリクエスト※のprefixパラメーターと比較します。

※「バケット内のオブジェクト一覧表示」または「バケットのバージョニング状態」のAPIで使用できます。

3.6.2.9.2 ポリシー変数
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ポリシーに変数を使用すると、該当する値をポリシーの条件に設定できます。
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ヒント

ポリシー変数は、ポリシーのResource要素とCondition要素の文字列比較に使用できます。

使用できるポリシー変数を以下に示します。

表 103 : ポリシー変数の一覧

変数 説明

${sgws:username} usernameキーを指定の変数として使用します。

${s3:prefix} サービス固有のprefixキーを指定の変数として使用します。

${s3:max-keys} サービス固有のmax-keysキーを指定の変数として使用します。

${*} 特殊文字です。文字「*」をリテラル文字として使用します。

${?} 特殊文字です。文字「?」をリテラル文字として使用します。

${$} 特殊文字です。文字「$」をリテラル文字として使用します。

設定例

• Resource要素に変数${sgws:username}を使用する場合

"Resource": "urn:sgws:s3:::bucket-name/home/${sgws:username}/*"

• Condition要素に変数${sgws:username}を使用する場合

"Condition": {
    "StringLike": {
        "s3:prefix": "${sgws:username}/*"
        ...
    },

3.6.2.9.3 ポリシーの設定例
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

バケットポリシーの設定例

バケットポリシーには、バケットに対するアクセス権や実行権限を設定します。バケットポリシーの設定例を以下に示しま

す。

• 例1：すべてのユーザーに対して、バケットの読込みだけを許可します。

{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowEveryoneReadOnlyAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "urn:sgws:s3:::examplebucket",
                "urn:sgws:s3:::examplebucket/*"
            ]
        }
    ]
}
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ヒント

解説

匿名ユーザーを含むすべてのユーザーに対して、バケット（examplebucket）内のオブジェクトの一覧表示と

ダウンロードを許可しています。それ以外の処理はすべて禁止されます。この場合、「root」ユーザーだけが

バケットの書込み権限を持っています。

• 例2：特定のテナントに所属するすべてのユーザーに対して、バケットへのフルアクセスを許可します。また、別のテナント

に所属するすべてのユーザーに対して、バケットの読込みだけを許可します。

{
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "SGWS": "95390887230002558202"
            },
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "urn:sgws:s3:::examplebucket",
                "urn:sgws:s3:::examplebucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "SGWS": "31181711887329436680"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "urn:sgws:s3:::examplebucket/shared/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "SGWS": "31181711887329436680"
            },
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "urn:sgws:s3:::examplebucket",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "s3:prefix": "shared/*"
                }
            }
        }
    ]
}

ヒント

解説

特定のテナントに所属するすべてのユーザーに対して、バケット（examplebucket）へのフルアクセスを許可

しています。また、別のテナントに所属するすべてのユーザーに対しては、バケット（examplebucket）内のオ

ブジェクトの一覧表示を許可しています。加えて、オブジェクト名が「shared/」で始まるオブジェクトのダウン

ロードを許可しています。

• 例3：すべてのユーザーに対して、バケットの読込みだけを許可します。ただし、特定のグループにだけフルアクセスを許

可します。

{
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "SGWS": "urn:sgws:identity::95390887230002558202:group/Marketing"
            },
            "Action": "s3:*",
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            "Resource": [
                "urn:sgws:s3:::examplebucket",
                "urn:sgws:s3:::examplebucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "urn:sgws:s3:::examplebucket",
                "urn:sgws:s3:::examplebucket/*"
            ]
        }
    ]
}

ヒント

解説

匿名ユーザーを含むすべてのユーザーに対して、バケット（examplebucket）内のオブジェクトの一覧表示と

ダウンロードを許可しています。ただし、特定のテナントに所属するグループ（Marketing）のユーザーにはフル

アクセスを許可しています。

• 例4：特定のユーザーにだけバケットへのフルアクセスを許可します。

{
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "SGWS": "urn:sgws:identity::95390887230002558202:user/User-A"
            },
            "Action": [
                "s3:*"
            ],
            "Resource": [
                "urn:sgws:s3:::examplebucket",
                "urn:sgws:s3:::examplebucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "NotPrincipal": {
                "SGWS": "urn:sgws:identity::95390887230002558202:user/User-A"
            },
            "Action": [
                "s3:*"
            ],
            "Resource": [
                "urn:sgws:s3:::examplebucket",
                "urn:sgws:s3:::examplebucket/*"
            ]
        }
    ]
}

ヒント

解説

特定のテナントに所属するユーザー（User-A）に対して、バケット（examplebucket）へのフルアクセスを許

可しています。「root」ユーザーを含むその他のユーザーに対しては、バケット（examplebucket）への操作を

明示的に禁止しています。ただし、「root」ユーザーのバケットポリシーに対する操作は禁止されません。
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• 例5：特定テナントのグループに対して、特定バケットへのバージョニング設定変更以外の操作を許可します。

{
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "SGWS": "urn:sgws:identity::95390887230002558202:group/Group-A"
            },
            "NotAction": "s3:PutBucketVersioning",
            "Resource": [
                "urn:sgws:s3:::examplebucket",
                "urn:sgws:s3:::examplebucket/*"
            ]
        }
    ]
}

ヒント

解説

特定のテナントに所属するグループ（Group-A）のユーザーに対して、特定バケット（examplebucket）への

バージョニング設定変更以外のすべての操作を許可しています。

グループポリシーの設定例

グループポリシーには、グループに対するアクセス権や実行権限を設定します。グループポリシーの設定例を以下に示しま

す。

• 例1：グループに対して、すべてのバケットへのフルアクセスを許可します。

{
    "Statement": [
        {
            "Action": "s3:*",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "urn:sgws:s3:::*"
        }
    ]
}

ヒント

解説

バケットポリシーで明示的に禁止されている場合を除き、グループに所属するユーザーに対して、テナントに

作成されたすべてのバケットへのフルアクセスを許可しています。

• 例2：グループに対して、すべてのバケットの読込みだけを許可します。

{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowGroupReadOnlyAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "urn:sgws:s3:::*"
        }
    ]
}
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ヒント

解説

バケットポリシーで明示的に禁止されている場合を除き、グループに所属するユーザーに対して、すべてのバ

ケットの一覧表示と、すべてのバケットのオブジェクトの一覧表示とダウンロードを許可しています。

• 例3：グループに対して、バケット内の各自のフォルダーだけフルアクセスを許可します。

{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowListBucketOfASpecificUserPrefix",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "urn:sgws:s3:::department-bucket",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "s3:prefix": "${sgws:username}/*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowUserSpecificActionsOnlyInTheSpecificUserPrefix",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:*Object",
            "Resource": "urn:sgws:s3:::department-bucket/${sgws:username}/*"
        }
    ]
}

ヒント

解説

グループに所属する各ユーザーに対して、特定のバケット（department-bucket）内にあるユーザー別の個

人フォルダーへのフルアクセスを許可しています。それらのフォルダーのプライバシー設定を決める場合は、ほ

かのグループポリシーやバケットポリシーのアクセス権限を考慮する必要があります。

• 例4：グループに対して、特定のバケットだけオブジェクトの一覧表示件数を最大5件までに設定します。

{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ListBucket Maximum number of display",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "urn:sgws:s3:::sample-bucket1",
            "Condition": {
                "NumericGreaterThanEquals": {
                    "s3:max-keys": "5"
                }
            }
        }
    ]
}

ヒント

解説

グループに所属する各ユーザーに対して、特定のバケット（sample-bucket1）内にあるオブジェクトの一覧

表示件数を最大5件までに制限しています。

• 例5：グループに対して特定バケットへのオブジェクトのアップロードと削除だけを許可します。

{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowPutObjectAndDeleteObjectForSpecificBucket",
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            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": "urn:sgws:s3:::sample-bucket1/*"
        },
        {
            "Sid": "DenyPutObjectAndDeleteObjectExceptSpecificBucket",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "NotResource": "urn:sgws:s3:::sample-bucket1/*"
        }
    ]
}

ヒント

解説

グループに所属するユーザーに対して、特定バケット（sample-bucket1）へのオブジェクトのアップロードと削

除を許可しています。また、特定バケット以外へのオブジェクトのアップロードと削除を明示的に禁止してい

ます。

3.6.2.10 整合性レベル
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

バケットに対して整合性レベルを設定します。

提供機能

機能 説明

整合性レベルの設定 バケットに対して整合性レベルを設定します。

整合性レベルの表示 バケットに設定されている整合性レベルを表示します。

整合性レベル

設定可能値 説明

read-after-new-write 新規オブジェクトにはリードアフターライト整合性、オブジェクトの更新には結果整合性を提

供します。

available 「read-after-new-write」整合性レベルと動作は同じですが、HEAD処理については結

果整合性のみを提供します。 結果整合性の詳細については「結果整合性」を参照してく

ださい。

ヒント

• 整合性レベルが「read-after-new-write」の場合、HEAD object、またはGET object処理で「存在しな

いオブジェクト」を検索すると 500エラーになることがあります。このため整合性レベルを「available」にするこ

とを推奨します。

• 整合性レベルが「available」の場合、HEAD object、またはGET object処理で「存在しないオブジェク

ト」を検索すると 404エラーになります。
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第 11 章

3.7 ネットワークアタッチトストレージ (NAS)

3.7.1 NASソフトウェアイメージ
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

ネットワークアタッチトストレージ (NAS) として配備可能な、仮想サーバイメージを提供します。

以下の仮想サーバイメージとテンプレートを提供します。

• NASサーバ (GlusterFS) ソフトウェアをインストールした仮想サーバイメージ

表 104 : NASソフトウェアイメージ情報

イメージ名 FJK5-NAS-V03

イメージのOS CentOS 7.2 64bit (English)

• NASソフトウェアイメージをユーザー環境に配備するためのテンプレート

上記の資源を使って、ユーザー環境上にNASを構築します。

注

• NASソフトウェアの動作要件を満たさないため、以下の仮想サーバタイプは使用できません。

• P-1/ P2-1
• T-1/ T2-1
• LM-1/ LM2-1
• LM-2/ LM2-2
• LM-4/ LM2-4
• LM-8/ LM2-8
• L-12/ L2-12
• L-24/ L2-24

• ユーザー環境上に構築したNASは、お客様ご自身にて運用・保守を行ってください。本機能で配備し

たNASサーバのサポートサービスは提供いたしません。

• 採用にあたっては、容量・性能・保守について十分に検証したうえで検討してください。

3.7.2 NASソフトウェアイメージの利用方法
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

NASソフトウェアイメージをお客様環境上に配備して、利用可能にするための設定方法を説明します。

NASはユーザー環境に配備して利用するため、ユーザーが所属するプロジェクト内に以下のリソースをあらかじめ作成し

ておく必要があります。

• ネットワークおよびサブネット

• 上記ネットワークに接続する仮想ルータ

注

NASサーバが配備されたサブネット間で通信ができるように、ルーティング、セキュリティグループ、ファイアー

ウォールの設定を正しく行ってください。

• 仮想サーバに設定するSSHキーペア

• ネットワークコネクターおよびコネクターエンドポイント

アベイラビリティゾーンをまたいで構築する場合だけ必要です。
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オーケストレーションサービスを使ったテンプレートによるNASイメージの配備から、NASとしてアクセス可能になるまでの手

順を説明します。構築するシステムは下図の構成となります。

図 49 : テンプレートによるNASイメージの配備

手順

1. NAS配備テンプレートファイル「glusterfs_nas_YYYYMMDD.yaml」を準備します。

ヒント

NAS配備テンプレートファイル「glusterfs_nas_YYYYMMDD.yaml」については、ヘルプデスクから入手

してください。

2. オーケストレーションサービスのスタック作成機能に対し、NAS配備テンプレートファイルの内容をtemplateパラメー

ターとして設定します。

ヒント

NAS配備テンプレートがURLでアクセス可能な場合は、template_urlパラメーターにそのURLを指定し

ます。

テンプレートには以下のパラメーター項目が設定されています。利用する環境に合わせてパラメーター値を指定しま

す。

表 105 : NAS配備テンプレート パラメーター項目一覧

パラメーター項目 指定する内容（値）

nas1_name GlusterFS Server1の仮想サーバ名

nas1_keypair_name GlusterFS Server1のキーペア名

nas1_network GlusterFS Server1の配備先ネットワークID

nas1_subnet GlusterFS Server1の配備先サブネットID

nas1_subnet_cidr 上記サブネットのアドレス範囲（CIDR形式）

nas1_availability_zone GlusterFS Server1の配備先アベイラビリティゾーン名

nas2_name GlusterFS Server2の仮想サーバ名
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パラメーター項目 指定する内容（値）

nas2_keypair_name GlusterFS Server2のキーペア名

nas2_network GlusterFS Server2の配備先ネットワークID

nas2_subnet GlusterFS Server2の配備先サブネットID

nas2_subnet_cidr 上記サブネットのアドレス範囲（CIDR形式）

nas2_availability_zone GlusterFS Server2の配備先アベイラビリティゾーン名

flavor GlusterFS Server1/2で利用する仮想サーバタイプ

storage_size GlusterFS Server1/2にアタッチするブロックストレージ (brick) のサイズ

ここで指定したサイズがNASの容量として使用できます。

注

GlusterFS Server1/2の双方に、ここで指定したサイズの増設ス

トレージをアタッチするため、ストレージ料金は2倍になります。

storage_type ブロックストレージのタイプを選択する

• 標準 （M1タイプ）

client_cidr NASへの接続を許可するクライアントを配備しているサブネットのネットワーク

アドレスを、CIDR形式で指定する

ヒント

NAS配備テンプレートでは、本パラメーターで指定するネットワー

クアドレスからの接続を許可するセキュリティグループを作成し、

GluesterFS Server1/2に設定します。

3. スタックの作成を実行します。

スタックの作成状況を確認しながら、配備が完了するまでしばらく待ちます。スタックの作成が完了する

と、outputs項目として以下のような情報を参照できます。

  GlusterFS Commands:
    description: gluster Command
    value: |
      * Display the status of peers.
        gluster peer status

      * Display information about all volumes, or the specified volume.
        gluster volume info vol01
        gluster volume status vol01

      * Start the specified volume.
        gluster volume start vol01

      * Stop the specified volume.
        gluster volume stop vol01

      * GlusterFS service Logs and locations
        glusterd: /var/log/glusterfs/etc-glusterfs-glusterd.vol.log
        bricks  : /var/log/glusterfs/bricks/bricks-vol01.log

      more information see http://gluster.readthedocs.org/en/latest/

  mount:
    description: How to mount
    value: |
      * glusterfs
        mount -t glusterfs IPADDRESS:/vol01 /mnt/MOUNTDIR
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      * cifs
        \\IPADDRESS\Share

配備したNASが稼働状態になりました。

注

• NAS配備テンプレートファイルを使用して、同一プロジェクト内に複数のNASサーバを配備しないでくださ

い。

• NAS配備テンプレートファイルに定義されているホスト名（nas1、nas2）は変更できません。

NASサーバへアクセスするために、クライアントに以下のどちらかを設定する必要があります。

• GlusterFSクライアントのインストールおよび設定

• Windowsの共有設定

注

• NFSプロトコルを使用して、NASサーバへアクセスしないでください。

• 同期しているNASサーバを2台同時に停止したあと、起動した場合は、片方のNASサーバに対して、クライ

アントから接続できなくなる現象が発生します。この場合、接続不能なNASサーバを再起動してください。

• Linux OSの場合

GlusterFSクライアントのバージョンは、3.7.X（Xは13以降）を使用してください。NASサーバをバージョンアップした場

合は、クライアントも合わせてバージョンアップしてください。

管理者 (root) 権限を有するユーザーで、以下の操作を実施します。

1. glusterfsがインストールされている場合は、glusterfsをアンインストールします。

# yum remove glusterfs-server
# yum remove glusterfs-client

2. yumのリポジトリに、glusterfsのリポジトリが存在する場合は削除します。

確認方法：yum repolist all を実行し、glusterfsのリポジトリの有無を確認します。

削除方法：/etc/yum.repos.dディレクトリ配下のglusterfsのリポジトリが設定されているファイルを移動、または削

除します。

3. リポジトリを登録します。

以下のコマンドは実行例です。インストールするGlusterFSのバージョンによって、リポジトリのURLが異なります。

# wget https://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/old-releases/3.7/LATEST/
EPEL.repo/glusterfs-epel.repo -P /etc/yum.repos.d
# yum clean all
# yum search glusterfs
# yum -y install glusterfs-client

4. /etc/hostsに、以下の設定を追加します。

IPADDRESS nas1
IPADDRESS nas2

"IPADDRESS"の部分には、nas1,nas2サーバのプライベートIPアドレスを指定します。プライベートIPアドレスの

確認方法は、IaaSポータル画面またはAPIの実行結果にて確認してください。

5. マウント先ディレクトリを作成します。

# mkdir /mnt/MOUNTDIR

"MOUNTDIR"部分には、任意のディレクトリ名を指定します。

6. NASサーバをマウントします。

# mount -t glusterfs IPADDRESS:/vol01 /mnt/MOUNTDIR

注

mountコマンドの-tオプションには"glusterfs"を指定します。"cifs”は指定しないでください。

7. セキュリティなどそのほかの追加設定については、GlusterFSのサイトを参照します。
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• Windowsの場合

管理者 (Administrator) 権限を有するユーザーで、以下の操作を実施します。

1. スタートメニューから[すべてのプログラム] > [アクセサリ] > [ファイル名を指定して実行]をクリックし、名前欄に以下

を入力して接続します。

\\IPADDRESS\Share

"IPADDRESS"の部分には、nas1,nas2サーバのプライベートIPアドレスを指定します。プライベートIPアドレスの

確認方法は、IaaSポータル画面またはAPIの実行結果にて確認してください。

2. セキュリティなどそのほかの追加設定については、Sambaのサイトを参照してください。
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第 12 章

3.8 ファイルストレージ [東日本第3]

[対象リージョン：東日本第3]

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O IaaS / FJcloud-ベアメタルのサーバ（仮想サーバ、ベアメタルサーバ）から

利用できるファイルストレージを提供します。

図 50 : ファイルストレージの利用イメージ

注

ファイルストレージは、仮想ルータがアタッチされたネットワーク上では利用できません（内部ネットワーク1には接続で

きません）。

ファイルストレージと接続先サーバは、同じネットワーク上で利用してください。

3.8.1 アーカイブストレージ
[対象リージョン：東日本第3]

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O IaaS / FJcloud-ベアメタルのサーバ（仮想サーバ、ベアメタルサーバ）から

利用できるアーカイブ用ストレージを提供します。

アーカイブストレージに保存されたデータに対して、スナップショットを作成し、故障や不具合など、万一の事態に備えて

システムの可用性を確保できます。

また、スナップショットの作成は、スケジュール化できます。（スナップショットスケジュール）

アーカイブストレージの利用手順については、「アーカイブストレージの利用手順」を参照してください。

ヒント

アーカイブストレージを利用する場合の制限があります。詳細は、「表 267 : アーカイブストレージに関する制

限値一覧」を参照してください。
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アーカイブストレージの作成

注

アーカイブストレージは新規受付を停止しました。

仮想サーバ、ベアメタルサーバから利用できるアーカイブストレージを作成します。

同じプロジェクト内に最大10個のアーカイブストレージを作成できます。

• ファイル共有プロトコルは、NFSv3だけサポートします。

• 作成したアーカイブストレージは、OSからマウントして使用します。必要に応じて、NFSクライアントに必要なパッケージ

をインストールしてマウントします。

注

• 作成したアーカイブストレージのサイズは変更できません。

• 接続先サーバとアーカイブストレージは同じサブネットに接続してください。

• 仮想ルータがアタッチされたサブネットを指定して、アーカイブストレージを作成できません。

• 同じプロジェクト内で重複したIPアドレスは使用できません。

• アーカイブストレージ関連の操作（スナップショットやスナップショットスケジュールを含む）は、ステータスが

「COMPLETED」と表示された時点で完了しますが、情報表示、一覧表示に反映されるまでに最大５分

かかります。

アーカイブストレージの更新

対象のアーカイブストレージを指定して、設定を更新します。

注

以下の場合、自動削除ルール（最も古いスナップショットから削除、または最も新しいスナップショットから削

除）に従い自動削除されます。

• スナップショット領域の割合（ストレージ容量に対する割合）を更新する場合

• 作成済みスナップショットの総容量が更新後のスナップショット領域より大きい場合

アーカイブストレージの削除

不要になったアーカイブストレージを指定して、削除します。

注

アーカイブストレージを削除した場合、作成したスナップショット、およびスナップショットスケジュールも削除され

ます。

処理状況の確認

アーカイブストレージに関する処理状況を確認できます。

表 106 : 処理状況の詳細情報一覧

項目 値

ジョブID 実行した処理のID
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項目 値

処理内容 以下のどれかが表示されます。

• アーカイブストレージの作成

• アーカイブストレージの更新

• アーカイブストレージの削除

• スナップショットの作成

• スナップショットの削除

• スナップショットの復元

• スナップショットスケジュールの作成

• スナップショットスケジュールの更新

• スナップショットスケジュールの削除

ステータス 以下のステータスが表示されます。

• EXECUTING：実行中

• COMPLETED：実行完了

• FAILED：実行エラー

日時 APIリクエストを受け付けた日時 

ストレージ性能

ストレージ性能の上限値は、ディスクサイズに応じて向上します。

上限値は100IOPS/TBで、その範囲内がストレージ性能のベストエフォートです。

注

• IOPSは、ブロックサイズ32KBで換算します。性能は、動作環境などにより変化します。保証されるもので

はありません。

• ストレージ性能の上限値は、ディスクサイズに比例します。そのため、ディスクサイズの小さいストレージでは

十分な性能が出ない場合があります。

• アーカイブ用途のため、Readでは十分な性能が出ない場合があります。

3.8.1.1 スナップショット
[対象リージョン：東日本第3]

スナップショットの作成

利用中のアーカイブストレージに対して、スナップショットを作成します。

作成したスナップショットをリカバリして、アーカイブストレージを復元します。

1つのアーカイブストレージに対して、オンデマンドで32個、スケジュールで32個のスナップショットを作成できます。

アーカイブストレージを作成するときにスナップショット領域の割合（ストレージ容量に対する割合）を 1～90% の範囲で

指定してください。

スナップショットスケジュールを利用して、スナップショットのスケジュールを作成できます。

作成したスナップショットは、作成元のアーカイブストレージに保存されます。

重要

サーバが稼働中の状態で取得したスナップショットデータは、動作を保証できません。確実に動作するスナップ

ショットデータを取得するためには、サーバを停止するか、アーカイブストレージをアンマウントしてください。
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注

• 以下の場合、スナップショットを作成できません。

• スナップショット領域の割合を0%と指定してアーカイブストレージを作成した場合

• 同じ名前のスナップショットが存在している場合

• すでにオンデマンドで32個のスナップショットを作成している状態で、オンデマンドでスナップショットを作成し

た場合

• スナップショット領域のサイズを超えてスナップショット（オンデマンドまたはスケジュール）を作成した場合、ス

ナップショットは作成されますが、ストレージ作成時に指定した自動削除ルール（最も古いスナップショットか

ら削除、または最も新しいスナップショットから削除）に従い、既存のスナップショットは自動削除されます。

• すでにスケジュールで32個のスナップショットが作成されている状態で、スケジュールのスナップショットを作成

した場合、スナップショットは作成されますが、最も古い世代のスナップショットは自動削除されます。

スナップショットの削除

不要になったスナップショットを指定して削除します。

スナップショットのリカバリ

利用中のアーカイブストレージに対して、スナップショットをリカバリできます。

スナップショットは、作成したアーカイブストレージでだけ復元できます。

注

• 復元に使用したスナップショット以降のデータは、復元したアーカイブストレージに残存しません。復元に使

用したスナップショットデータだけ残存します。

• 復元したアーカイブストレージの設定値snapshot_space_reserve（スナップショット領域の割合）は、復

元に使用したスナップショットを作成した時点の設定値に戻ります。復元に使用したスナップショットの作成

以降に、アーカイブストレージの設定値snapshot_space_reserveを更新した場合は注意してください。

ヒント

スナップショット利用する場合の制限があります。詳細は、「表 267 : アーカイブストレージに関する制限値一

覧」を参照してください。

3.8.1.2 スナップショットスケジュール
[対象リージョン：東日本第3]

スナップショットスケジュールの作成

利用中のアーカイブストレージに対して、スナップショットスケジュールを作成します。

1つのアーカイブストレージに、1つのスナップショットスケジュールを作成できます。

スケジュールは月、日、週、時、分をUTC で指定します。

表 107 : スナップショットスケジュールの指定例

条件 month day dayofweek hour minute

偶数月の1日、0時0分 2,4,6,8,
10,12

1 all 0 0

毎月、1日、0時0分 all 1 all 0 0

毎月、1日と15日、0時0分 all 1,15 all 0 0

毎月、月曜日、0時0分 all all Mon 0 0

毎月、月曜日と金曜日、0時0分 all all Mon,Fri 0 0

毎月、１日または月曜日、0時0分 all 1 Mon 0 0
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条件 month day dayofweek hour minute

毎日、0時と12時、0分 all all all 0,12 0

毎日、12時、0分と30分 all all all 12 0,30

注

アーカイブストレージ内にデータがない場合も、スケジュールに従いスナップショットが作成されます（スナップ

ショットの一覧表示では、サイズ0.001GB のスナップショットとして表示されます）。

スナップショットスケジュールの更新

対象のスナップショットスケジュールを指定して、スケジュールを更新します。

スナップショットスケジュールの削除

不要になったスナップショットスケジュールを指定して、スケジュールを削除します。
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第 4 章: ネットワーク [東日本第1／
第2、西日本第1／第2]

トピック :

• 仮想ネットワーク

• ポート追加サービス

• グローバルIP提供サービス

• VPN (IPsec VPN)

• VPN (SSL-VPN)

• ファイアーウォール

• ロードバランサー

• ネットワークコネクター

[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

仮想化技術によって物理的なネットワークを分割した、インターネット経

由でアクセス可能な仮想インフラストラクチャーを提供します。
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第 13 章

4.1 仮想ネットワーク

4.1.1 ネットワーク管理
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

仮想サーバなどのリソースを作成するため、プロジェクト内にネットワークを作成または削除する機能を提供します。

ネットワークはプロジェクト内に複数作成できます。

ネットワークの作成

以下の項目を指定して、ネットワークを作成します。

仮想サーバなどのリソースを作成するには、作成したネットワークに対して引き続きサブネットを作成します。

表 108 : ネットワーク設定項目一覧

項目 説明 必須

ネットワーク名 ほかのネットワークと識別するための名前

注

東日本リージョン2において、以下の仮想ネットワーク名の

ネットワーク（グローバルIPプール）は使用できません。

z_UnderMaintenance_Do_Not_Use_This_
ext-net

作成先アベイラビリティゾーン名 ネットワークを作成するアベイラビリティゾーンの名前

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンに作成されます。

注

• FJcloud-O以外のネットワークと通信するには、仮想ルータを作成してネットワークと接続する必要がありま

す。

• 1つのネットワークに対して、FJcloud-O以外のネットワークに接続された仮想ルータを2つ以上接続しない

でください。

ネットワークの削除

不要になったネットワークを削除します。

重要

削除するネットワークに、ユーザーが接続した仮想サーバや仮想ルータが存在している場合、先にそれらの接

続を解除する必要があります。

関連概念

サブネット管理

仮想ルータ機能

4.1.2 サブネット管理
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

ネットワークに接続するリソースに対するプライベートIPアドレスの管理、DHCPによるIPアドレスの自動設定などのサブ

ネット機能を提供します。
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サブネットの作成

ネットワークに以下の項目を設定して、サブネットを作成します。

表 109 : サブネット設定項目一覧

項目 説明 必須

サブネット名 ほかのサブネットと識別するための名前

ネットワークID サブネットを所属させるネットワークID ◯

IPバージョン IPv4 ◯

ネットワークアドレス プライベートIPアドレス

以下の範囲内で、CIDR表記で指定します。

• クラスA : 10.0.0.0～10.255.255.255
• クラスB : 172.16.0.0～172.31.255.255
• クラスC : 192.168.0.0～192.168.255.255

注

• ISP shared address（100.64.0.0/10および、そのサ

ブネットを分割したサブネットアドレス）は指定しないでく

ださい。

• 192.168.122.0/24は指定しないでください。

ヒント

上記以外の範囲の設定もできますが、お客様にて設定お

よび動作を検証してください。

◯

IPアドレス範囲 ネットワークアドレス内で払い出すIPアドレスの範囲

開始アドレス、および終了アドレスで指定します。

ゲートウェイアドレス ゲートウェイIPアドレス

スタティックルーティング一覧 サブネットに所属する仮想サーバのスタティックルーティング一覧

サブネットに所属する仮想サーバのスタティックルートを指定します。

DHCPによる自動割当ての有無 trueまたはfalse

trueを設定した場合、サブネットでDHCPによるIPアドレスの自動設

定が有効になり、仮想サーバに静的ルーティング情報を配布します。

配布される静的ルーティングの情報は以下のとおりです。

• ゲートウェイアドレスに指定した値がDHCP option 3 "Router"とし

て配布

• スタティックルーティング一覧に指定した値のみDHCP option 121
"Classless Static Routes option"として配布

アベイラビリティゾーン名 サブネットを作成するアベイラビリティゾーン名

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンに作成されます。
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重要

DNSサーバと通信するために、インターネットへのアウトバウンド通信を許可する必要があります。セキュリティ

グループ機能またはファイアーウォールサービスの設定内容を確認し、DNSサーバへの通信（プロトコル：TCP/
UDP、ポート番号：53）を許可するようにしてください。

サブネットの削除

不要になったサブネットを削除します。

注

サブネットに接続されているリソースがIPアドレスを使用中の場合、サブネットは削除できません。

4.1.3 セキュリティグループ機能
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

仮想サーバに接続されたポートに対してパケットフィルタリングを行うため、ルール設定をグルーピングして定義および設定

することのできるセキュリティグループ機能を提供します。

セキュリティグループには複数のルールを設定できます。1つのポートに設定されたセキュリティグループのうち、どれか1つで

もルールにマッチしたパケットは通信が許可され、それ以外の通信は遮断されます。（ホワイトリスト方式、OR条件）

注

セキュリティグループは、仮想ルータおよびDHCPサーバが持つポートには設定できません。

セキュリティグループの作成

ポートには受信側の通信を遮断し、送信側の通信は許可するデフォルトセキュリティグループが設定されます。そこで、セ

キュリティグループを作成し、必要に応じて通信を許可するルールを設定します。

表 110 : セキュリティグループ設定項目一覧

項目 説明 必須

セキュリティグループ名 セキュリティグループを識別するための名称

説明 作成するセキュリティグループに関する説明文

デフォルトルール

セキュリティグループを作成した時点でのデフォルトルールを、以下に示します。

表 111 : セキュリティグループ作成時のデフォルトルール

方向 通信相手 プロトコル種別 IPバージョン

アウトバウンド (Egress) すべて すべて IPv4

アウトバウンド (Egress) すべて すべて IPv6

ルールの作成

パケットフィルタリングを行うルールは以下の項目で構成されます。複数のルールを1つのセキュリティグループに登録できま

す。
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ヒント

お互いにセキュリティグループが使える仮想サーバ同士の通信の場合、基本的に通信相手をセキュリティグ

ループIDで指定することを推奨します。

表 112 : セキュリティグループ ルール設定項目一覧

項目 説明 必須

セキュリティグループID ルールを登録するセキュリティグループのID ◯

通信方向 インバウンド (Ingress) またはアウトバウンド (Egress) ◯

IPバージョン IPv4

通信相手 インバウンドの場合は送信元、アウトバウンドの場合は送信先

以下のどちらかの形式で指定します。

• CIDR形式のIPアドレス

• セキュリティグループ

注

セキュリティグループを指定した場合

指定したセキュリティグループが設定されている、すべての

ポートのIPアドレスが対象になります。

なお、それらのポートに「通信許可するアドレスペア」が存

在する場合は、アドレスペアのIPアドレスも対象になりま

す。

プロトコル情報 IPプロトコル

以下のどれかを指定します。

• tcp
• udp
• icmp

◯

開始ポート番号 プロトコル情報に対応する開始ポート番号

単一のポートとしたい場合は、開始ポート番号と終了ポート番号に

同一の値を指定します。

注

開始ポート番号に0を指定するとすべてのポートが通信許

可となるため、0は指定しないでください。

終了ポート番号 プロトコル情報に対応する終了ポート番号
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項目 説明 必須

アベイラビリティゾーン名 ルールを作成するアベイラビリティゾーン名

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンに作成されます。

図 51 : セキュリティグループのルール設定例

デフォルトセキュリティグループ

ポートを作成する際にセキュリティグループ設定を省略した場合は、プロジェクトに作成されるデフォルトのセキュリティグ

ループが自動設定されます。

デフォルトセキュリティグループの初期ルール設定は、以下のとおりです。

表 113 : デフォルトセキュリティグループのルール

方向 通信相手 プロトコル種別 IPバージョン

Egress すべて すべて IPv4

Ingress 自セキュリティグループ すべて IPv4

ヒント

• デフォルトセキュリティグループのセキュリティグループ名は「default」です。

• デフォルトセキュリティグループに対して、ルールを追加で設定できます。

4.1.4 仮想ルータ機能
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

外部ネットワークと内部ネットワーク、またはネットワーク同士を接続するための仮想ルータ機能を提供します。

ネットワークと仮想ルータの関係を、以下の図に示します。
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図 52 : 外部ネットワーク、内部ネットワーク、および仮想ルータの関係

仮想ルータの作成

以下の項目を指定して、仮想ルータを作成します。

重要

仮想ルータの作成時に外部ネットワークを指定しないでください。インターネットへ通信できなくなります。外部

ネットワークは仮想ルータを作成したあとで、仮想ルータの情報変更機能を使用して指定してください。

表 114 : 仮想ルータ設定項目一覧

項目 説明 必須

仮想ルータ名 仮想ルータを識別する名称

アベイラビリティゾーン名 仮想ルータを作成するアベイラビリティゾーン名

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンに作成されます。

仮想ルータの情報変更

既存の仮想ルータに対し、設定情報を変更します。仮想ルータを外部ネットワークに接続するには、本機能で外部ネッ

トワークを設定します。

表 115 : 仮想ルータ情報変更 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

仮想ルータ名 変更したい名称

外部ネットワークID 外部ネットワークのID

本IDはサブネット一覧から確認できます。

仮想ルータとネットワークのアタッチ

既存の仮想ルータに対し、新たにサブネットを追加接続する場合は、以下の操作をします。

1. 追加接続したいサブネットにポートを作成します。
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2. 作成したポートを仮想ルータにインターフェースとして追加します。

同じ仮想ルータにアタッチされたサブネット同士が仮想ルータ経由で通信できるよう、自動的にルーティングテーブルが

設定されます。

注

• 1つの仮想ルータに接続するポートの上限は、性能上、3ポートを推奨します。

4ポート以上接続した場合、仮想ルータ経由の通信がタイムアウトする可能性があります。

• 仮想ルータを多段に構成した場合は正常に通信できるよう、ユーザーが仮想ルータにルーティングテーブル

を設定します。

• 仮想ルータのMTUは1500です。MTUの値は変更できません。

仮想ルータの削除

不要になった仮想ルータを削除します。

注

仮想ルータにサブネットがアタッチされている場合、仮想ルータは削除できません。事前にすべてのサブネットを

デタッチしておく必要があります。

NAT機能

仮想ルータでは以下のNAT機能が使用できます。

• SNAT

ネットワークからFJcloud-O以外のネットワークに向けての通信

SNATに使う送信元グローバルIPアドレスは、外部ネットワークに接続している仮想ルータごとに固有です。他プロジェ

クトの仮想ルータと共有されることはありません。

SNAT機能は、外部ネットワークに接続された仮想ルータのサブネットのリソースからの通信だけ有効です。なお、東日

本第2リージョンについては2階層以上の内部仮想ルータのサブネットのリソースからの通信も可能です。

注

• FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-OのIaaSサービス以外で管理されたIPアドレス（例えば、プラ

イベート接続で接続された顧客のオンプレミスのネットワークのIPアドレス）に対するSNATはサポート対象

外です。

• サポート対象外のアドレスから、IaaSの仮想ルータを経由する外部のインターネットへの通信が必要な場

合は、ProxyまたはNATの機能を持たせた仮想サーバをプロジェクトに設置し、その仮想サーバにてアド

レスを変換する必要があります。

• DNAT

FJcloud-O以外のネットワークからネットワークに向けての通信

リソースのポートにグローバルIPアドレスを割り当てた場合は、そのグローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスを相互

にアドレス変換します。

プロジェクト間ネットワーク接続機能

同一の契約番号（ドメイン）内の異なるプロジェクト間で、仮想ルータを経由してネットワークを接続します。以下のとお

り、接続先とする他プロジェクトに存在するポートの情報を、自プロジェクトの仮想ルータに設定します。

表 116 : プロジェクト間ネットワーク接続 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

ポートID 仮想ルータと異なるプロジェクトに存在するポートID ◯
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注

プロジェクト間ネットワーク接続機能では、異なるアベイラビリティゾーンに存在するプロジェクト間の接続はでき

ません。異なるアベイラビリティゾーンのプロジェクト間ネットワーク接続を行いたい場合は、本機能ではなく、イ

ンターネット経由で行ってください。

プロジェクト間ネットワーク接続の解除

すでに仮想ルータに接続済みのポート（他プロジェクトに属する）情報を削除し、プロジェクト間ネットワーク接続を切断し

ます。

表 117 : プロジェクト間ネットワーク接続の解除 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

ポートID プロジェクト間ネットワーク接続を切断する対象のポートID ◯
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第 14 章

4.2 ポート追加サービス

4.2.1 ポート管理
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

仮想サーバなどのリソースをネットワークに接続するため、IPアドレスと関連付けるポート（ネットワークインターフェース）を

作成および管理する機能を提供します。

ポートの作成

サブネット内で未使用の任意のIPアドレスを指定して割り当てる場合、または新しいポートをリソースに追加する場合に

ポートを作成します。

表 118 : ポートの作成 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

ネットワークID ポートを接続するネットワークID ◯

ポート名 ポートを識別するための名称

オーナーデバイスID 作成するポートを所有するリソースID

MACアドレス ポートを識別するためのMACアドレス

MACアドレスを指定した場合、システムはそのMACアドレスをポート

に割り当てます。省略した場合、ポートに既設のMACアドレスを割り

当てます。

プライベートIPアドレス ポートに割り当てるIPアドレス

IPアドレスを指定した場合、システムはそのIPアドレスをポートに割り

当てます。省略した場合は、ネットワークIDに指定されたネットワーク

のアドレス範囲から割り当てます。

注

• すでに利用中のIPアドレスを指定した場合は、ポートの

作成に失敗します。

• ポートに設定するIPアドレスは1つだけにしてください。

通信許可するアドレスペアリスト 通信を許可するMACアドレスとIPアドレス、またはネットワークアドレス

の組み合わせのリスト

通常、IPスプーフィング対策フィルタリングルール※によって遮断される

通信のうち、明示的に通信許可する送信元を、MACアドレスとIPア

ドレス、またはネットワークアドレスの組み合わせリストで指定します。

重要

IaaS基盤ネットワークに影響を与えるため、本機能を使

用してWindows NLBを稼働させることはできません。

ヒント

仮想サーバ上でPRIMECLUSTERなどを稼働させる場

合、通信が必要な送信元のMACアドレスとIPアドレスの

組み合わせを、本パラメーターで許可します。
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項目 説明 必須

セキュリティグループのIDリスト ポートに適用するセキュリティグループのID（リスト形式）

アベイラビリティゾーン名 作成するアベイラビリティゾーン名

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンに作成されます。

※：仮想サーバに割り当てられたポートのMACアドレス、IPアドレスの組み合わせ以外の通信を遮断するフィルターが自

動設定されます。これにより、送信元IPアドレスまたはMACアドレスを偽装したなりすましを防ぐことができます。

ヒント

• 新規でポートを作成する場合だけ、IPアドレスを割り当てることができます。そのため、IPアドレスを変更する

場合は、以下の手順に従ってください。

1. 仮想サーバを停止

2. 既存のIPアドレスが割り当てられているポートを削除

3. 新しいIPアドレスを指定して、ポートを再作成

4. 再作成したポートを仮想サーバに割当て

5. 仮想サーバを起動

• 仮想サーバ作成時にポートを複数追加した場合、またはポートを追加した場合は、Red Hat Enterprise
Linux仮想サーバおよびCentOS仮想サーバでは、ネットワークインターフェースが自動的に設定されませ

ん。必要に応じてOS上でネットワークインターフェースの設定ファイルを、以下の手順で作成してください。

1. 仮想サーバに管理者ユーザーでログイン

2. ネットワークインターフェースの設定ファイルを作成

3. ネットワークサービスを再起動

以下のリソースを作成する際にサブネットだけを指定した場合、システムが自動的にポートを作成して割り当てます。

• 仮想サーバ

仮想サーバの作成で指定するパラメータについては、仮想サーバの作成／削除を参照してください。

• 仮想サーバにはポートを複数追加できます。

• DHCPにより自動で割り当てられるのではなく、指定したIPアドレスを利用する場合は、そのIPアドレスで事前に作

成したポートを仮想サーバにアタッチしてください。

• ポートが使用していた、DHCPにより自動で割り当てられたIPアドレスは、そのポートを削除後、一定期間（平

均10～15秒程度）は他のポートで使用できません。

• 仮想サーバの作成時に、同一セグメントに対して2つ以上のポートをアタッチしないでください。

• 仮想ルータ

仮想ルータの作成で指定するパラメータについては、仮想ルータ機能を参照してください。

仮想ルータをデフォルトゲートウェイ（0.0.0.1）に作成する場合だけ、自動でポートを割り当てます。すでにx.x.x.1のア

ドレスで仮想ルータがアタッチされているネットワークに、仮想ルータを追加する場合は、手動でポートを構成する必要

があります。

注

以下の条件をすべて満たした場合、機能制限によりポート（ネットワークインターフェース）に不整合が発生し

ます。不整合が生じた場合には、OS上でネットワークを再設定してください。また、追加でポートをアタッチす

る場合は、仮想サーバを停止してからアタッチしてください。

• 仮想サーバのOSがCentOS 7.x／RHEL7.x／Windows
• 仮想サーバの配備後にポートをアタッチ

• 仮想サーバが稼働中にポートをアタッチ

• 仮想サーバを再起動（停止／起動）
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第 15 章

4.3 グローバルIP提供サービス

4.3.1 グローバルIPアドレスサービス
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

仮想リソースにインターネットからアクセスするためのグローバルIPアドレスを、取得および解放します。取得したグローバ

ルIPアドレスは、フローティングIPとして仮想リソースに割り当てて利用します。

グローバルIPアドレス取得

割当先となるポートを指定して、グローバルIPアドレスを取得します。

表 119 : グローバルIPアドレス設定項目一覧

項目 説明 必須

外部ネットワークID システムが払い出した外部ネットワークID

外部ネットワークIDはサブネット一覧から確認できます。

◯

ポートID グローバルIPアドレスを割り当てるポートID ◯

プライベートIPアドレス グローバルIPアドレスを変換するプライベートIPアドレス

プロジェクトID グローバルIPアドレスを取得するプロジェクトID

アベイラビリティゾーン名 グローバルIPアドレスを取得するアベイラビリティゾーン名

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンのグローバルIPアド

レスを取得します。

注

• グローバルIPアドレスは、本サービスで提供するアドレスプールから自動で割り当てられます。割り当てられる

グローバルIPアドレスの範囲を指定したり、任意のグローバルIPアドレスを指定したりして取得することはでき

ません。

• グローバルIPアドレスは、外部ネットワークに接続しているサブネット上のネットワークアダプターにだけ付与で

きます。

グローバルIPアドレス割当て変更

既存のグローバルIPアドレスに対して、ポートへの割当てを変更します。

表 120 : グローバルIPアドレス変更可能項目一覧

項目 説明 必須

ポートID 新たにグローバルIPを割り当てるポートID ◯

プライベートIPアドレス グローバルIPアドレスを変換するプライベートIPアドレス

グローバルIPアドレス解放

取得済みのグローバルIP アドレスの中から、不要になったグローバルIP アドレスを解放します。
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重要

解放されたグローバルIPアドレスは、解放された直後から、ほかの利用者によるグローバルIPアドレス取得で

再利用される可能性があります。グローバルIP アドレス解放前にDNS登録を削除するなど、意図しない通

信がされないように対処してください。
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第 16 章

4.4 VPN (IPsec VPN)

4.4.1 IPsec VPN機能
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

オンプレミス環境との接続、またはリージョン間のシステム接続のために、IPsec VPNゲートウェイ機能を提供します。

仮想ルータにIPsec VPN機能を追加設定すると、対向のIPsec VPNゲートウェイと接続できるようになります。

IPsec VPN機能は、VPNサービスとIPsecサイトコネクションによって構成されます。

図 53 : IPsec VPN機能を利用したネットワーク接続イメージ

注

• 1つのIPsec VPNトンネルで仮想ルータに直接接続される1つのサブネットと、対向IPsecゲートウェイに接

続される1つのサブネット間の通信ができます。

• 1つの仮想ルータにつき、作成できるVPNサービスは1つだけです。複数のIPsec VPNトンネルを作成した

い場合は、1つのVPNサービス上に複数のIPsecサイトコネクションを作成してください。
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ヒント

VPNサービスの作成時に指定した仮想ルータのポートにグローバルIPアドレスを設定してください。仮想ルータ

は、設定されたグローバルIPアドレスを用いてIPsecサイトコネクションの通信を実行します。

なお、東日本第2リージョンの仮想ルータの場合、FJcloud-O以外のネットワークとの接続に使用している

ポートのグローバルIPアドレスもIPsecサイトコネクションの通信に使用します。

設定内容

表 121 : VPN接続に関する設定項目

項目 サポートする方式

認証方式 事前共有鍵方式

DPD Peer検出時のアクション hold / restart

DPD検出間隔 1秒以上

DPD検出タイムアウト DPD検出間隔よりも大きな値

イニシエータモード bi-directional / response-only

サポートする暗号化関連設定項目

表 122 : IKEポリシー

項目 サポートする方式

認可アルゴリズム sha1 / sha256 ※

暗号化アルゴリズム AES-128 / AES-192 / AES-256

IKE version V1

ライフタイム 60～86400（秒）

PFS group2 / group5 / group14

鍵交換モード main

※：sha256は「東日本リージョン2(jp-east-2)」だけ提供されます。

表 123 : IPsecポリシー

項目 サポートする方式

認可アルゴリズム sha1 / sha256 ※

カプセルモード tunnel

暗号化アルゴリズム AES-128 / AES-192 / AES-256

ライフタイム 60～86400（秒）

PFS group2 / group5 / group14

トランスフォームプロトコル esp

※：sha256は「東日本リージョン2(jp-east-2)」だけ提供されます。
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注意事項

• IPsec VPN機能を有効にした場合、仮想ルータに設定済みのファイアーウォールルールと無関係に、以下の通信を

許可します。なお、仮想ルータと対向IPsecゲートウェイ間のファイアーウォールに関しては、同様のルール設定が必要

です。

表 124 : 許可される通信ルール一覧

プロトコル ポート番号 説明

UDP 500 Internet Security Association and Key Management 
Protocol (ISAKMP)

UDP 4500 IPsec NAT Traversal

• IPsec VPN接続が確立されているにもかかわらず、IPsecサイトコネクションの"status"が"ACTIVE"にならないことが

あります。表示上の問題であり、実際の通信には影響ありません。該当リソースを再作成することで"ACTIVE"になる

可能性があります。

• 東日本リージョン2において、IPsec VPN通信（IKE SAまたはIPsec SA）が確立できないことがあります。

この問題は、IPsec VPNの接続先がIaaSから提供しているIPsecサイトコネクションではなく、お客様が準備した機

器やアプリケーションになっている場合に発生します。以下の対処を実施してください。

• お客様環境からIaaS環境へIPsec VPN通信する場合

IaaSのIPsec VPNがレスポンダとなるように接続先環境を設定してください。

• IaaS環境からお客様環境へIPsec VPN通信する場合

お客様が準備した機器やアプリケーションの前に設置しているファイアーウォールに対して、VPN Serviceが設定さ

れている仮想ルータのゲートウェイIPからの通信（udp 4500）を許可してください。

ただし、前提として、お客様が準備した機器やアプリケーションにおいて、送信元IPが変更されてもIKE SAおよ

びIPsec SAが確立できる必要があります。
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第 17 章

4.5 VPN (SSL-VPN)

4.5.1 SSL-VPN接続
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

システム上に構築した仮想環境へセキュアーに接続し、クライアントPCから仮想サーバにログインして管理操作をするた

めに、SSL-VPN接続機能を提供します。

SSL-VPN接続環境の構築手順はSSL-VPN接続を利用した仮想サーバOSへの接続 [東日本第1／第2、西日本

第1／第2]を参照してください。

重要

SSL-VPNのクライアントアドレスプールには、以下のネットワークアドレスは指定しないでください。以下のネッ

トワークアドレスを指定した場合、通信ができなくなる可能性があります。

• 使用しているネットワークアドレス

• クライアントPCが接続しているローカルネットワークアドレス

通信ができなくなった場合は、ヘルプデスクまでご連絡ください。

注

• SSL-VPN Connectionリソースに接続するには、お手持ちのクライアントにOpenVPNクライアントをインス

トールし、SSL-VPN接続のための設定をする必要があります。

• 1つの仮想ルータにつき、作成できるVPNサービスは1つだけです。複数のサブネットにSSL-VPN接続をす

る場合は、仮想ルータ、SSL-VPN機能（VPNサービス、SSL-VPN Connection）をサブネットごとに作成

してください。

• SSL-VPNで接続可能なサブネットは、VPNサービスの作成時に指定したサブネットだけです。

• SSL-VPNで接続するサブネットには、ゲートウェイアドレスを設定してください。なお、設定したゲートウェイ

アドレスは、SSL-VPNを使用している間は削除しないでください。

• SSL-VPNで接続するサブネットのホストルートには、ゲートウェイアドレスへの通信を阻害するようなルート

設定をしないでください。

• SSL-VPNで接続するサブネットも含め、仮想サーバに複数のサブネットを接続する場合は、仮想サーバに

は適切なルートを設定してください。

• デフォルトゲートウェイの設定は、仮想サーバのOS上で、適切なサブネットのゲートウェイを設定してくださ

い。

• SSL-VPNのクライアントアドレスプールに設定するサブネットへのルート設定は、お客様システムメンテナ

ンス用ネットワークのサブネットに指定したゲートウェイを経由するように、サブネットのホストルートで設定し

てください。

• SSL-VPN接続の作成時、仮想ルータへ自動的に追加された静的ルータ設定

（Nexthop：192.168.80.4、Destination：クライアントアドレスプール）を削除しないでください。

• SSL-VPN Connectionリソースの証明書を更新する場合、鍵情報コンテナを更新したあと、SSL-VPN
Connectionリソースを再作成してください。
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ヒント

• FJcloudポータルからダウンロードしたクライアント証明書を利用する場合、SSL-VPN Connectionリソー

スに接続できるのは、SSL-VPN Connectionリソースと同じプロジェクトに所属しているユーザーだけです。

ユーザーが所属しているプロジェクトの確認方法は、「APIリファレンス（Management
Administration編）」の「ユーザーのプロジェクトの参照（一覧）」を参照してください。

• 暗号化スイートは「SSL-VPN接続がサポートする暗号スイート一覧」を参照してください。

• クライアント証明書を利用したSSL-VPN接続の手順は、「APIユーザーズガイド」の「VPNクライアントとの

接続設定（V2サービス/クライアント証明書利用）」を参照してください。

• 自己署名証明書を利用したSSL-VPN接続の手順は、「APIユーザーズガイド」の「VPNクライアントとの

接続設定（V2サービス/自己署名証明書利用）」を参照してください。

図 54 : SSL-VPN接続の利用イメージ

関連タスク

OpenVPNクライアントのセットアップ（Windows編）

OpenVPNクライアントからの接続・切断（Windows編）

OpenVPNクライアントのセットアップ（CentOS編）

OpenVPNクライアントからの接続・切断（CentOS編）

4.5.2 ファイアーウォールサービスおよびセキュリティグループ機能との関
係

[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

仮想ルータ上のファイアーウォールが有効になっている場合、ファイアーウォールとの関係は以下のようになります。SSL-
VPN接続のための許可ルールが自動的に追加されますが、仮想サーバへのログインに利用するSSH通信などは、ファイ

アーウォールサービスで明示的に許可する必要があります。

ヒント

• SSL-VPN Connectionリソースにはセキュリティグループの設定が可能です。設定を省略した場合は、通

信を遮断しないセキュリティグループが自動的に設定されます。

• 「例2：サービス用とメンテナンス用でネットワークを同一にする構成」の場合は、ファイアーウォールとセキュリ

ティグループに、両方のネットワークの通信を許可するルールを設定してください。

ファイアーウォールサービスおよびセキュリティグループ機能を使用したイメージは、以下のとおりです。
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図 55 : SSL-VPNの通信イメージ

ファイアーウォールサービスを利用する場合、以下の許可ルールが必要です。

• SSL-VPN接続のためのファイアーウォールルール

• SSL-VPN Connection通過後の通信のためのファイアーウォールルール

SSL-VPN接続のためのファイアーウォールルール

SSL-VPN Connectionリソース作成前にファイアーウォールサービスが作成されている場合は、SSL-VPN
Connectionリソース作成時に、「送信元IPアドレス」値が「省略」となるファイアーウォールルール（443/TCP または

1194/UDP）が自動的に追加されます。

ヒント

自動的に追加されたファイアーウォールルールをほかのファイアーウォールポリシーに関連付けると、SSL-VPN
Connectionリソースの削除が失敗します。SSL-VPN Connectionリソースを削除する前に、関連付けを解

除してください。

SSL-VPN Connectionリソース作成後に、ファイアーウォールサービスを作成する場合は、本ルールを手動で追加してく

ださい。

表 125 : SSL-VPN接続のためのファイアーウォールルール

送信元IPアドレス 送信元ポート番号 宛先IPアドレス 宛先ポート番号 プロトコル

お客様のパソコンの

IPアドレス （SSL-
VPNクライアント）

省略 SSL-VPN 
Connectionリソース

のIPアドレス ※1

SSL-VPN接続ポー

ト番

443または1194 ※2

SSL-VPN接続プロ

トコル

tcpまたはudp ※2
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※1: SSL-VPN Connectionリソースの「internal_gateway」の値です。

※2: SSL-VPN Connectionに設定したプロトコル種別と合わせて設定されます。手動で設定する場合は、プロトコル

種別と合わせて設定してください。

• プロトコル種別が「tcp」の場合

• 宛先ポート番号: 443
• プロトコル: tcp

• プロトコル種別が「udp」の場合

• 宛先ポート番号: 1194
• プロトコル: udp

ヒント

ファイアーウォールルールを変更したい場合は、SSL-VPN Connectionリソース作成後に変更できます。

SSL-VPN Connection通過後の通信のためのファイアーウォールルール

SSL-VPN Connection通過後の通信のため、明示的に許可するルールを追加してください。

表 126 : SSL-VPN Connection通過後の通信のためのファイアーウォールルール

送信元IPアドレス 送信元ポート番号 宛先IPアドレス 宛先ポート番号 プロトコル

SSL-VPNのクライ

アントアドレスプール
CIDR ※3

省略 仮想サーバ （接続先

のサーバ）

SSL-VPN 
Connection通過後

の通信ポート番号 ※
4

SSL-VPN 
Connection 通過後

の通信プロトコル ※4

※3: SSL-VPN ConnectionリソースのSSL-VPNクライアントが使用する仮想ネットワー

クCIDR(client_address_pool_cidr)です。詳細はAPIリファレンス（Network編）「Create SSL VPN V2
Connection」を参照してください。

※4: 例えば、仮想サーバにSSH接続をする場合は、以下を指定します。

• 宛先ポート番号: 22
• プロトコル: tcp

SSL-VPN接続のためのセキュリティグループルール

セキュリティグループを設定する場合、以下の許可ルールが必要です。

表 127 : SSL-VPN接続のためのセキュリティグループルール

方向 通信相手 プロトコル種別 開始ポート番号 終了ポート番号

インバウンド (
Ingress)

お客様のパソコン （
SSL-VPNクライアン

ト）

tcpまたはudp ※1 443または1194 ※1 開始ポート番号と同

じ値

アウトバウンド (
Egress) ※2

仮想サーバ （接続先

サーバ）

SSL-VPN 
Connection通過後

の通信プロトコル

SSL-VPN 
Connection通過後

の通信ポート番号

開始ポート番号と同

じ値

※1: SSL-VPN Connectionに設定したプロトコル種別と合わせて設定します。

• プロトコル種別が「tcp」の場合

• プロトコル種別: tcp
• 開始ポート番号: 443

- 267 -

https://doc.cloud.global.fujitsu.com/lib/iaas/jp/api-reference/v1/nw/concept_nw/V1_net_sslv2_cresslconn_0201070503.html
https://doc.cloud.global.fujitsu.com/lib/iaas/jp/api-reference/v1/nw/concept_nw/V1_net_sslv2_cresslconn_0201070503.html


• 終了ポート番号: 443
• プロトコル種別が「udp」の場合

• プロトコル種別: udp
• 開始ポート番号: 1194
• 終了ポート番号: 1194

※2: セキュリティグループを作成した時点でのデフォルトルールでは、アウトバウンド方向のすべての通信を許可するルー

ルが設定されています。明示的にアウトバウンド方向の通信を制限するためには、デフォルトルールを削除した後に、本

ルールを追加してください。

※3: 例えば、仮想サーバにSSH接続をする場合は、以下を指定します。

• プロトコル種別: tcp
• 開始ポート番号: 22
• 終了ポート番号: 22
関連タスク

OpenVPNクライアントのセットアップ（Windows編）

OpenVPNクライアントのセットアップ（CentOS編）
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第 18 章

4.6 ファイアーウォール

4.6.1 ファイアーウォールサービス
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

仮想サーバにパケットフィルタを設定するセキュリティグループに対し、ファイアーウォールサービスは仮想ルータにパケットフィ

ルタを設定します。

下図のように、外部ネットワークと接続した仮想ルータに設定します。

図 56 : ファイアーウォールサービスの利用イメージ

ファイアーウォールサービスは、以下の手順でフィルタリング情報を構成し、設定します。ファイアーウォールを仮想ルータに

関連付けることで、設定したフィルタリングが行われるようになります。

1. ファイアーウォールルールの作成

2. ファイアーウォールポリシーを作成し、ルール群を登録

3. ポリシーを指定してファイアーウォールを作成し、仮想ルータに関連付け

注

ファイアーウォールの通信に関するログはサポートしていません。

ファイアーウォールルールの作成／変更

以下の項目を指定して、ファイアーウォールルールを作成または変更します。
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表 128 : ファイアーウォールルール設定項目一覧

項目 説明 必須

ルール名 ルールの名称

説明 説明文

ルールの有効/無効 「有効(True)」または「無効(False)」

プロトコル 以下のどれかのプロトコル

• tcp
• udp
• icmp

IPバージョン IPv4

送信元IPアドレス 送信元のIPアドレス（CIDR形式での指定可能）

送信元ポート番号 対象通信の送信元ポート番号（a:bの形式で範囲指定可能）

宛先IPアドレス 通信の宛先IPアドレス（CIDR形式での指定可能）

宛先ポート番号 対象通信の宛先ポート番号（a:bの形式で範囲指定可能）

アクション 「許可(Allow)」または「禁止(Deny)」

アベイラビリティゾーン名 ルールを作成するアベイラビリティゾーン名

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンに作成されます。

ヒント

• ファイアーウォールサービスはステートフルに動作します。

• リクエストパケットの許可ルールだけ設定してください。

レスポンスパケットの許可ルールは設定不要です。

• リクエストパケットとレスポンスパケットには同一の通信経路を設定してください。

通信経路が同一ではない場合、通信できません。

• ファイアーウォールと仮想ルータのNAT機能を組み合わせて使用する場合、IPアドレスにはグローバルIPアド

レスに対応するプライベートIPアドレスを指定してください。

ファイアーウォールは、以下のタイミングで適用されます。

• 内部ネットワークからインターネットへの通信の場合、SNATの実行前

• インターネットから内部ネットワークへの通信の場合、DNATの実行後

ファイアーウォールポリシーの作成／変更

複数のファイアーウォールルールのリストを、ファイアーウォールポリシーとして定義します。優先順位に従いリスト内のルー

ルが順次検証され、通信の可否を制御します。

ポリシー内で自動的に「DENY ALL」ルールが最後尾に追加されます。これにより、許可ルールの定義されないトラフィッ

クはデフォルトで遮断されます。（ホワイトリスト方式）

この自動的に追加される「DENY ALL」ルールは暗黙ルールとなっており、ポリシーに表示されません。

以下の項目を指定して、ファイアーウォールポリシーを作成または変更します。

表 129 : ファイアーウォールポリシー設定項目一覧
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項目 説明 必須

ポリシー名 ポリシーの名称

説明 説明文

ファイアーウォールルールリスト 作成済みのファイアーウォールルール（リスト形式）

ここで指定したリストの上から順に、ルールが検証されます。

アベイラビリティゾーン名 ポリシーを作成するアベイラビリティゾーン名

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンに作成されます。

ファイアーウォールの作成／変更

ルールを登録したファイアーウォールポリシーを指定して、仮想ルータにファイアーウォールを作成または変更します。

表 130 : ファイアーウォール設定項目一覧

項目 説明 必須

ファイアーウォール名 ファイアーウォールの名称

説明 説明文

ファイアーウォールポリシーID 作成済みのファイアーウォールポリシーID

仮想ルータID ファイアーウォールポリシーを適用する仮想ルータID

注

省略した場合は、アベイラビリティゾーン内すべての仮想

ルータに適用されます。

アベイラビリティゾーン名 ファイアーウォールを作成するアベイラビリティゾーン名

省略した場合は、デフォルトのアベイラビリティゾーンに作成されます。
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第 19 章

4.7 ロードバランサー

4.7.1 ロードバランサーサービスとは
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

ロードバランサーをネットワーク内に作成すると、仮想サーバへのトラフィックを分散して処理します。

注

ロードバランサーの通信に関するログはサポートしていません。

ロードバランサーサービスでは、以下の機能を提供します。

ロードバランサーの作成

負荷分散の用途に合わせ、以下の項目を設定してロードバランサーを作成します。ロードバランサーが作成されるとユ

ニークなFQDNが通知されます。このFQDNを使用して、負荷分散対象の増減に影響されることなく業務を継続しま

す。

注

ロードバランサーを配備すると、ロードバランサーに通知されたFQDNがDNSサービスに自動登録されます。

ヒント

• ロードバランサーには通知されたFQDNでアクセスしてください。IPアドレスは変更される可能性があります。

• アベイラビリティゾーンの異なる複数のサブネットをロードバランサーに登録すると、アベイラビリティゾーンをまた

いで負荷を分散します。

表 131 : ロードバランサー 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

ロードバランサー名 ロードバランサーを識別するための名称

プロジェクト内で一意となっている必要があります。

◯

ロードバランサータイプ 用途に合わせて以下の2タイプから指定

• public：インターネットからのトラフィックを負荷分散

• internal：プライベートネットワーク内だけで負荷分散

ヒント

Internalのロードバランサーを作成した場合、ロードバラン

サーのFQDNは、共通ネットワークサービスで提供される

公開DNSサーバ（付録参照）に登録されます。利用者側

でDNSサーバへの登録操作は必要ありません。

◯

負荷分散条件設定リスト どのトラフィックに対して分散処理を行うか、負荷分散条件を指定す

る。リスト形式で複数指定できる

セキュリティグループリスト ロードバランサーに設定するセキュリティグループのIDを、リスト形式で

指定する
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項目 説明 必須

サブネットリスト 負荷分散の対象である仮想サーバが接続されているサブネットの

ID（リスト形式）

注

• インターネットからのトラフィックを負荷分散する場合、サ

ブネットが接続する仮想ルータに外部ネットワークを接

続する必要があります。

• サブネットのhost_routesを変更した場合には、ロードバ

ランサーを再度作成してください。変更後の設定は、再

度作成した後に反映されます。

◯

グレード ロードバランサーの処理性能を以下の3タイプから指定

• Standard：標準性能版（290 TPS ※）

• Middle：中間性能版（580 TPS ※）

• High：高性能版（870 TPS ※）

※：SSL通信（2048bit 鍵長）時の処理性能です（単位はTPS：

Transactions Per Second）。この性能値は弊社の評価環境にて

測定した値です。性能は動作環境などにより変化します。保証され

るものではありません。

注

ロードバランサーは1つのサブネットに対して、グレードごとに

以下の個数のIPアドレスが必要です。必要な個数のIPア

ドレスを確保できる構成にしてください。

• Standard：4個

• Middle：8個

• High：12個

ロードバランサーの運用操作

• 負荷分散対象の追加／削除

• マルチアベイラビリティゾーン分散

• 負荷分散対象の異常監視

ロードバランサーの削除

既存のロードバランサーを指定して削除します。

セキュリティ

インターネット通信可能なロードバランサーを作成した場合、フロントエンド側はインターネットに公開された状態になり

ます。インターネットからの攻撃を防ぐため、あらかじめ必要なセキュリティグループを作成し、ロードバランサーに設定しま

す。

4.7.2 負荷分散条件設定
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

ロードバランサーの作成時または既存のロードバランサーに対して、負荷分散を行うトラフィックの条件を設定します。

負荷分散を行うトラフィックの条件として、フロントエンド側のポートとバックエンド側のポートとの通信方法を「リスナー」を

用いて設定します。
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リスナーの作成／変更

ロードバランサーの作成時に、以下の項目を設定してリスナーを作成します。また、既存のロードバランサー名を指定す

ると、リスナーの新規追加または変更ができます。

リスナーには、HTTPS通信やSSL通信を利用するためのSSL証明書を指定することができます。

SSL証明書を使用するには、鍵管理機能またはロードバランサー(lbaas)で使用するサーバ証明書の登録を用いて事

前に証明書を登録しておく必要があります。なお、秘密鍵は、パスフレーズを用いて復号化したものを登録してください。

以下のどちらかの方法でレスポンスパケットのCookie情報にsecure属性を設定できます。

• 負荷分散対象の仮想サーバによる設定

Cookie情報にsecure属性が設定されるように、アプリケーションを設定変更してください。

• ロードバランサーによる設定

以下の両方の条件を満たすと、ロードバランサーはCookie情報にsecure属性を設定します。

• フロントエンド側のプロトコルがHTTPSであること

• 負荷分散対象の仮想サーバによってCookie情報にsecure属性が設定されていないこと

ヒント

フロントエンド側のプロトコルがHTTPまたはHTTPSの場合、ロードバランサーはリクエストパケットにヘッダーを

追加して負荷分散対象の仮想サーバへ送信します。

ロードバランサーが追加できるヘッダーは以下だけです。

• X-Forwarded-Proto（フロントエンド側のプロトコル）

• X-Forwarded-Port（フロントエンド側のポート番号）

• X-Forwarded-For（クライアントのIPアドレス）

ロードバランサーが、クライアントから受信したHTTPリクエストに付与されているヘッダーを変更することはありま

せん。

表 132 : リスナー設定項目一覧

項目 説明 必須

プロトコル フロントエンド側とバックエンド側の通信プロトコル

ヒント

以下の組み合わせだけ指定できます。

• HTTP-HTTP （※1）

• HTTPS-HTTP （※1）（ ※2）

• HTTPS-HTTPS （※1 ）（※2）

• TCP-TCP
• SSL-TCP （※2）

• SSL-SSL （※2）

※1：HTTPキープアライブの時間は1秒です。

※2： サポートするSSLプロトコルおよびSSL暗号スイート

については、付録 「事前定義セキュリティポリシー」を参照

してください。

注

1つのロードバランサーに複数のリスナーを作成する場合、

バックエンド側の通信プロトコルをすべてのリスナーで合わせ

る必要があります。

◯

フロントエンド側ポート番号 フロントエンドのポート番号（1～65535） ◯
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項目 説明 必須

バックエンド側ポート番号 分散先仮想サーバのTCPポート番号（1～65535） 

注

1つのロードバランサーに複数のリスナーを作成する場合、

バックエンド側のポート番号をすべてのリスナーで合わせる

必要があります。

◯

SSL証明書ID 鍵管理機能に登録したサーバ証明書のID

ヒント

• 1つのリスナーに指定できるサーバ証明書は1つだけで

す。同じポートを指定して異なるサーバ証明書を設定し

た場合は、最後に設定した証明書が有効になります。

• ロードバランサーのサーバ証明書を鍵管理機能に登録

する方法は、ロードバランサー(lbaas)で使用するサーバ

証明書の登録を参照してください。

リスナーのポリシー管理

リスナーに対して適用する、ポリシーの登録、変更、削除ができます。ポリシーは1つのロードバランサー当たり、最

大100個まで作成できます。適用できるポリシー種別は以下のとおりです。

• セッション維持ポリシー

このポリシーが指定された場合、ロードバランサーは負荷分散対象の仮想サーバを識別するCookie情報を、レスポン

スパケットに埋め込みます。クライアントからのリクエストにそのCookie情報が送信されると、ロードバランサーは同じ仮

想サーバへ負荷分散を行います。

ヒント

ロードバランサーがレスポンスパケットに埋め込むCookie情報には、以下の属性が設定されます。

• Max-Age属性

• Path属性

• Secure属性

注

• 本ポリシーは、HTTP/HTTPSリスナーを指定した場合だけ適用できます。

• 本ポリシーは、ロードバランサーごとに1つだけ設定できます。

以下の項目を指定して、セッション維持ポリシーを登録します。

表 133 : セッション維持ポリシー 設定項目一覧

項目 説明 必須

ロードバランサー名 セッション維持ポリシーを設定するロードバランサー名 ◯

セッション維持

期間（秒）
Cookieによりセッションを維持する最大時間（1～2147483647）ポリシー名に関

連付けられた

属性のリスト
パス 同一のCookieを使用する範囲（リクエストURLのパス）

ヒント

指定可能な値は「/」だけです。
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項目 説明 必須

Cookie名 Cookie名

英大文字および数字で構成された30文字以内の文字列を指定で

きます。

省略した場合は「FJELB」が指定されます。

ポリシー名 作成するセッション維持ポリシーの名称

対象ロードバランサーの中で一意にする必要があります。

◯

ポリシー種別 セッション維持に関するポリシー

"Protocol"がHTTP-～またはHTTPS-～のリスナーに設定できま

す。

（"LBCookieStickinessPolicyType"固定）

◯

• Sorryページリダイレクトポリシー

負荷分散可能な仮想サーバが存在しなかった場合のリダイレクト情報を設定します。

注

本ポリシーは、HTTP/HTTPSリスナーを指定した場合だけ適用できます。

以下の項目を指定して、Sorryページリダイレクトポリシーを登録します。

表 134 : Sorryページリダイレクトポリシー設定項目一覧

項目 説明 必須

ロードバランサー名 リダイレクトポリシーを設定するロードバランサー名 ◯

リダイレクトポリシー名 作成するポリシー名

対象のロードバランサー内で一意にする必要があります。

◯

リダイレクト先URI リダイレクト先のURI

リダイレクトレスポンスのLocation情報として設定されます。

◯

• セキュリティポリシー

このポリシーは、リスナー設定項目のプロトコルに、HTTPSおよびSSLを使用した場合に適用されるSSLプロトコルを

設定します。

注

本ポリシーは、ロードバランサーごとに1つだけ設定できます。

以下の項目を指定して、セキュリティポリシーを登録、変更します。

表 135 : セキュリティポリシー 設定項目一覧

項目 説明 必須

ロードバランサー名 セキュリティポリシーを設定するロードバランサー名 ◯
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項目 説明 必須

SSLプロトコルの有効／無効設

定（ポリシー名に関連付けられた

属性のリスト）

有効(True)または無効(False)

指定可能なSSLプロトコルは以下のとおりです。

• SSL3.0 （初期値:無効） 
• TLS1.0 （初期値:無効）

• TLS1.1 （初期値:有効）

• TLS1.2 （初期値:有効）

ヒント

• SSL暗号スイートの有効(true)または無効(false)を、

SSL暗号スイートごとに指定してください。各SSLプロ

トコルに指定可能なSSL暗号スイートについては、付

録 「事前定義セキュリティポリシー」を参照してくださ

い。

• TLS通信の際に使用するDH秘密鍵長は1024bitで
す。

◯

ポリシー名 作成するセキュリティポリシーの名称

対象のロードバランサー内で一意にする必要があります。

◯

ポリシー種別 SSL暗号プロトコルに関するポリシー

"Protocol"がHTTPS-～またはSSL-～のリスナーに設定できます。

（"SSLNegotiationPolicyType"固定）

◯

4.7.3 負荷分散対象の追加／削除
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

ロードバランサーに到達したトラフィックの負荷を分散するために、負荷分散対象の仮想サーバを追加、または削除しま

す。負荷分散対象の仮想サーバを追加する前に、対象の仮想サーバを起動しておく必要があります。

ヒント

• 仮想サーバへの負荷分散アルゴリズムは「最小コネクション」となります。

• 負荷分散サービスの監視項目の対象となる仮想サーバは、ロードバランサーに登録済みのサブネットに接

続されている仮想サーバです。このため、オートスケールを利用する場合は、仮想サーバが接続されている

サブネットをロードバランサーに登録してください。

負荷分散サービスの監視項目については監視項目一覧 [東日本第1／第2、西日本第1／第2]を参照

してください。

負荷分散対象仮想サーバの追加

負荷分散の対象とする仮想サーバを追加します。複数の仮想サーバを指定すると、まとめて登録できます。
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注

すでに登録されている仮想サーバのIPアドレスを変更した場合、それらの仮想サーバは負荷分散の対象には

なりません。

以下のような仮想サーバのIPアドレスの変更を伴う操作をした場合、対象の仮想サーバを分散先から削除

し、再度追加してください。

操作例：

• DHCPが有効な状態での分散先仮想サーバの再起動

• DHCPが無効な状態での利用者操作による分散先仮想サーバのIPアドレス変更

負荷分散対象仮想サーバの削除

すでに負荷分散の対象として組み込まれている仮想サーバを削除します。複数の仮想サーバを指定すると、まとめて削

除できます。

4.7.4 マルチアベイラビリティゾーン分散
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

1つのロードバランサーに複数のサブネットを登録すると、アベイラビリティゾーンをまたいで負荷を分散できます。

ロードバランサーに対し、複数の異なるアベイラビリティゾーンにあるサブネットを指定すると、トラフィックがアベイラビリティ

ゾーンをまたがって振り分けられます。

図 57 : 複数のアベイラビリティゾーンを接続した場合の負荷分散イメージ

注

マルチアベイラビリティゾーン分散に対応したロードバランサーのFQDNを名前解決すると、両方のアベイラビリ

ティゾーンにあるすべてのロードバランサーのIPアドレスが返却されます。

片方のアベイラビリティゾーンが障害となった場合、障害が発生しているアベイラビリティゾーンのロードバラン

サーには接続できません。障害発生時に正常なアベイラビリティゾーンのロードバランサーに接続先が切り替わ

るように、クライアント側でhttp接続のリトライ処理をするライブラリを使うなど、対処をしておく必要があります。

4.7.5 負荷分散対象の異常監視
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

負荷分散対象となっている仮想サーバに対して、ヘルスチェックを行う条件を設定します。
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負荷分散対象仮想サーバのヘルスチェック条件設定

負荷分散対象の仮想サーバが正常に応答しているかをチェックする条件として、以下の項目を設定します。

表 136 : ヘルスチェック条件項目一覧

項目 説明 必須

方式 負荷分散対象の仮想サーバを監視する方式（「protocol:port[url]」
の形式）

以下のどれかを選択します。

• protocol：TCP、HTTP、HTTPS、SSLのどれかを指定

• port：負荷分散対象の仮想サーバのポート番号（1～65535の範

囲）

• url：protocolがHTTP、HTTPSの場合にURLパスを指定

◯

インターバル（秒） ヘルスチェックを行う間隔（1～2147483647） ◯

タイムアウト（秒） ヘルスチェックの応答を待つタイムアウト時間（1～2147483647）

ヒント

インターバル（秒）より小さい値を指定してください。

◯

異常連続検出しきい値（回数） 対象仮想サーバが故障したと判断して、負荷分散対象から除外す

るヘルスチェック連続失敗回数（1～2147483647）

◯

正常連続検出しきい値（回数） 対象仮想サーバが復旧したと判断して、負荷分散対象に組み込む

ヘルスチェック連続成功回数（1～2147483647）

◯

ヒント

• 負荷分散対象の異常監視機能は、指定された間隔でヘルスチェックを実施します。ヘルスチェックによる故

障判定前にもかかわらずリクエストがエラーになった場合は、別の負荷分散対象の仮想サーバにリクエスト

を再送信します。

• protocolにHTTP、HTTPSを指定した場合、ヘルスチェックはHTTPのGETメソッドを使用します。

仮想サーバからの応答に含まれるHTTPステータスコードでヘルスチェック結果を判断します。

HTTPステータスコードが2xx以外、かつ、3xx以外の場合、ロードバランサーはヘルスチェックの結果を失敗

と判断します。

• ヘルスチェックでは、負荷分散対象の仮想サーバとのTCPコネクションの確立を確認します。この確立

したTCPコネクションを切断する際に、正常な動作としてRSTパケットを使用することがあります。このた

め、RSTパケットの検出だけで異常と判断しないでください。
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第 20 章

4.8 ネットワークコネクター

4.8.1 ネットワークコネクターサービス
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

アベイラビリティゾーン内のネットワークを接続する仮想ルータに対し、ネットワークコネクターサービスではアベイラビリティ

ゾーンを越えたネットワーク同士を接続するための機能を提供します。

アベイラビリティゾーン間でネットワーク通信を行うためには、ネットワークコネクターおよびコネクターエンドポイントを作成し

て接続します。

また、ネットワークコネクターサービスを介して、以下の接続サービスも提供します。

• イントラネット接続サービス

• ホスティング接続サービス

注

• ネットワークコネクターサービスを利用して外部のネットワークと接続するためには、センター側の事前設定が

必要です。ヘルプデスクまでご連絡ください。

• ネットワークコネクターは1階層ネットワークにだけ利用できます。

図 58 : ネットワークコネクターサービスの利用イメージ

ネットワークコネクターサービスでは、以下の機能を提供します。

ネットワークコネクタープールの情報取得

ネットワークコネクターを作成するにあたり、事前にシステムが提供するネットワークコネクタープールの情報を参照できま

す。

ネットワークコネクターの作成

以下の項目を設定して、ネットワークコネクターを作成します。

表 137 : ネットワークコネクター作成 設定可能項目一覧
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項目 説明 必須

ネットワークコネクター名 ネットワークコネクターを一意に識別するための名称 ◯

ネットワークコネクタープールID ネットワークコネクターを作成するネットワークコネクタープールのID

プロジェクトID 自分の所属するプロジェクトID

ネットワークコネクターの情報参照

作成済みのネットワークコネクターの一覧、および設定内容を参照します。

ネットワークコネクターの変更

作成済みネットワークコネクターのIDを指定して、設定内容を変更します。

表 138 : ネットワークコネクター変更 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

ネットワークコネクター名 ネットワークコネクターを一意に識別するための名称

ネットワークコネクターの削除

不要になったネットワークコネクターのIDを指定して、削除します。

コネクターエンドポイントの作成

以下の項目を設定して、コネクターエンドポイントを作成します。

表 139 : コネクターエンドポイント作成 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

コネクターエンドポイント名 コネクターエンドポイントを一意に識別するための名称 ◯

ネットワークコネクターID 相互通信したいコネクターエンドポイントを収容するネットワークコネク

ターのID
◯

タイプ コネクターエンドポイントに接続するネットワークに応じたタイプ（"
availability_zone"固定）

◯

作成先情報 コネクターエンドポイントに接続するネットワークが存在する、アベイラビ

リティゾーン名 
◯

プロジェクトID 自分の所属するプロジェクトID

コネクターエンドポイントの情報参照

作成済みのコネクターエンドポイントの一覧、および設定内容を参照します。

コネクターエンドポイントの変更

作成済みコネクターエンドポイントのIDを指定して、設定内容を変更します。

表 140 : コネクターエンドポイント変更 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

コネクターエンドポイント名 コネクターエンドポイントを一意に識別するための名称
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コネクターエンドポイントの削除

不要になったコネクターエンドポイントのIDを指定して、削除します。

コネクターエンドポイントとネットワークの接続

既存のコネクターエンドポイントのIDを指定して、ネットワークを接続します。

• コネクターエンドポイントのタイプが"availability_zone"の場合

コネクターエンドポイントに接続したいサブネット上に存在するポートのIDを指定します。

注

接続対象となるネットワーク、サブネット、ポートは事前に作成しておく必要があります。

コネクターエンドポイントとネットワークの接続情報参照

既存のコネクターエンドポイントのIDを指定して、接続されているネットワークインターフェースの情報を参照します。

コネクターエンドポイントからネットワークの接続解除

既存のコネクターエンドポイントのIDを指定して、 接続されているネットワーク接続を解除します。

• コネクターエンドポイントのタイプが"availability_zone"の場合

コネクターエンドポイントの接続情報を参照し、不要になったポートのIDを指定して削除します。
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第 5 章: ネットワーク [東日本第3／
西日本第3]

トピック :

• 仮想ネットワーク

• ポート追加サービス

• グローバルIP提供サービス

• VPN (IPsec VPN)

• VPN (SSL-VPN)

• ファイアーウォール

• ファイアーウォール（nfv）

• ロードバランサー（nfv）

• ロードバランサーサービス（lbaas）

• ネットワークRBAC (Role-Based
Access Control)

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

仮想化技術によって物理的なネットワークを分割した、インターネット経

由でアクセス可能な仮想インフラストラクチャーを提供します。
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第 21 章

5.1 仮想ネットワーク

5.1.1 ネットワーク管理
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

仮想サーバ／ベアメタルサーバを作成するため、プロジェクト内にネットワークを作成または削除する機能を提供します。

ネットワークはプロジェクト内に複数作成できます。

ネットワークの作成

以下の項目を指定して、ネットワークを作成します。

仮想サーバなどのリソースを作成するには、作成したネットワークに対して引き続きサブネットを作成します。

表 141 : ネットワーク設定項目一覧

項目 説明 必須

ネットワーク名 ほかのネットワークと識別するための名前

ヒント

ネットワークのMTUの初期値は8950です。MTUは任意の値に変更することができ、以下のタイミングで仮想

サーバ側の設定値として反映されます。

なお、仮想サーバのOSのバージョンにより反映されない場合があります。必要に応じて仮想サーバ側で設定

してください。

• 仮想サーバの作成

• 仮想サーバの解放・復元

• 仮想サーバの再起動（ハードリブートの場合のみ）

• 仮想サーバの強制停止・起動

• 仮想サーバの再作成

• 仮想サーバのリサイズ

• ホストマシンの故障などによるオートフェイルオーバ発生時

FJcloud-O以外のネットワークとの通信

FJcloud-O以外のネットワーク（インターネット、DEX接続）と通信するには、仮想ルータを作成してネットワークと接続す

る必要があります。

重要

• FJcloud-O以外のネットワークと通信する場合は、仮想サーバ側でMTU値を1500以下に設定してくださ

い。設定していないとネットワークのMTU値が反映され、通信できなくなることがあります。

• FJcloud-O以外のネットワークから FJcloud-Oの LBaaS宛へ通信する場合は、外部のマシン側

でMTU値を1500以下に設定してください。設定していないとネットワークのMTU値が反映され、Path
MTU Discovery が失敗して通信できなくなることがあります。

ネットワークの削除

不要になったネットワークを削除します。

重要

削除するネットワークに、ユーザーが接続した仮想サーバや仮想ルータが存在している場合、先にそれらの接

続を解除する必要があります。
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関連概念

サブネット管理

仮想ルータ機能

5.1.2 サブネット管理
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ネットワークに接続するリソースに対するプライベートIPアドレスの管理、DHCPによるIPアドレスの自動設定などのサブ

ネット機能を提供します。

サブネットの作成

ネットワークに以下の項目を設定して、サブネットを作成します。

表 142 : サブネット設定項目一覧

項目 説明 必須

サブネット名 ほかのサブネットと識別するための名前

ネットワークID サブネットを所属させるネットワークID ◯

IPバージョン IPv4 ◯

ネットワークアドレス プライベートIPアドレス

以下の範囲内で、CIDR表記で指定します。

• クラスA : 10.0.0.0～10.255.255.255
• クラスB : 172.16.0.0～172.31.255.255
• クラスC : 192.168.0.0～192.168.255.255

注

上記以外の範囲の値は動作を保証しないため、基本

的に使用しないでください。特に、DEXを利用する際は、

ISP shared address（100.64.0.0/10および、そのサブ

ネットを分割したサブネットアドレス）を指定しないでくださ

い。

◯

IPアドレス範囲 ロードバランサーがバックエンドのメンバーとの通信用に払い出すIPアド

レスの範囲

開始アドレス、および終了アドレスで指定します。

注

仮想サーバ用に事前に準備されたIPアドレスが自動的に

払い出されてしまうことがないよう、それらが含まれない範

囲で指定してください。

ゲートウェイアドレス ゲートウェイIPアドレス

省略した場合、サブネットの1つ目のアドレスが設定されます。

例）xxx.xxx.xxx.0/24の場合：xxx.xxx.xxx.1

注

仮想ルータにアタッチされ、内部的にゲートウェイアドレスと

して利用される xxx.xxx.xxx.1 のIPアドレスは他の用途

では使用できなくなります。
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項目 説明 必須

DHCPによる自動割当ての有無 true または false

DHCPサーバは、IPアドレスをランダムで割り当てます。

ヒント

• 作成したサブネットを仮想ルータにアタッチする場合、

DHCPによる自動割当ては無効にできません。

• ベアメタルサーバ上の仮想サーバでは、サブネットの

DHCPを利用できません。お客様にてDHCPサーバを

用意してください。 
• サブネット生成時に自動的に生成されるdhcp:

nuageポートを削除しないでください。サブネットを仮想

ルータにアタッチしたとき、またはサブネットを削除したと

き、dhcp:nuageポートは自動的に削除されます。 
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項目 説明 必須

ホストルート サブネットに接続された仮想サーバのルーティング情報

ホストルートを設定する場合、OSごとに異なるルーティング設定が必

要です。

以下のOSではデフォルトルート（0.0.0.0/0）、 またはメタデータサーバ

（169.254.169.254/32）へのルーティング設定が必要です。設定し

ない場合、仮想サーバにログインできないことがあります。

• デフォルトルートの設定が必要なOS 
• Red Hat Enterprise Linux 7.3
• Red Hat Enterprise Linux 7.4
• Red Hat Enterprise Linux 7.5
• Red Hat Enterprise Linux 7.6
• CentOS 7.5
• CentOS 7.6
• Ubuntu Server 16.04
• Ubuntu Server 18.04
• Ubuntu Server 20.04

• メタデータサーバの設定が必要なOS（デフォルトルート設定は不

要） 
• Red Hat Enterprise Linux 7.7
• Red Hat Enterprise Linux 7.8
• Red Hat Enterprise Linux 7.9
• CentOS 7.7
• CentOS 7.8
• CentOS 7.9

上記以外のOSは、デフォルトルート、メタデータサーバへのルーティン

グ設定は不要です。

注

異なるルーティング設定が必要なOSの仮想サーバを、同

一サブネット上には作成できません。

例）Ubuntu Server 20.04とCentOS 7.9の仮想サーバ

• 異なるルーティング設定が必要なOSの仮想サーバを作

成する場合は、サブネットを分けて作成してください。

• ルーティング設定を行わない場合は、OSに関係なく同

一サブネット上に仮想サーバを作成できます。
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重要

• 仮想サーバを作成する場合、事前に対象のサブネットを仮想ルータにアタッチする必要があります。

仮想ルータにアタッチされていないサブネットを、仮想サーバを作成した後にアタッチしても正常に通信できな

い場合があります。

• 仮想サーバを作成したサブネットを仮想ルータからデタッチして、別の仮想ルータにアタッチしても、正常に通

信できない場合があります。

その際は仮想IP（VIP）を削除し、再度設定してください。

• DNSサーバと通信するために、インターネットへのアウトバウンド通信を許可する必要があります。

セキュリティグループ機能またはファイアーウォールサービスの設定内容を確認し、DNSサーバへの通信（プロ

トコル：TCP/UDP、ポート番号：53）を許可するようにしてください。

注

冗長化設定したIPCOMを利用する場合、IPCOMに接続したサブネットを仮想ルータにアタッチする必要が

あります。 当該サブネットに仮想ルータがない場合、通信性能に影響が出ることがあります。

サブネットの更新

サブネットの情報を更新します。

仮想サーバ でサブネットのパラメーターの設定を変更することで、サブネットの情報を更新できます。ただし、変更できる

パラメーターはサブネットのホストルートとDNSサーバだけです。

サブネットのホストルートとDNSサーバ以外のパラメーターは、仮想サーバでは変更できません。必ずIaaSポータル

やAPIから設定を変更してください。

パラメーターの詳細は「APIリファレンス（東日本リージョン3／西日本リージョン3）」の「Update subnet」を参照してくださ

い。

ヒント

ゲートウェイアドレスの更新について

• サブネットが仮想ルータにアタッチされている状態では、サブネットのゲートウェイアドレスを更新できません。

サブネットをデタッチしてから、サブネットのゲートウェイアドレスを更新してください。

• 更新したゲートウェイアドレスをサブネット配下の仮想サーバへ反映させるには、仮想サーバごとにOSのネッ

トワークサービスの再起動が必要です。

サブネットの削除

不要になったサブネットを削除します。

注

サブネットに接続されているリソースがIPアドレスを使用中の場合、サブネットは削除できません。

5.1.3 セキュリティグループ機能
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

仮想サーバ／ベアメタルサーバに接続されたポートに対してパケットフィルタリングを行うため、ルール設定をグルーピングし

て定義および設定することのできるセキュリティグループ機能を提供します。

セキュリティグループには複数のルールを設定できます。1つのポートに設定されたセキュリティグループのうち、どれか1つで

もルールにマッチしたパケットは通信が許可され、それ以外の通信は遮断されます（ホワイトリスト方式、OR条件）。

セキュリティグループには、Statefulが「True」（ステートフル・セキュリティグループ＝デフォルト）と、Statefulが「False」（ス

テートレス・セキュリティグループ=オプション）があります。

ステートフルは通過した通信に対して戻りのルールが動的に生成される機能で、多くのクラウドやネットワークアプライアン

スで利用されています。一方、ステートレスでは動的に戻りのルールは生成されません。そのため、代わりに戻りのルール

をあらかじめ記載しておく必要はありますが、複数の通信が同時に利用される場合に性能上のメリットがあります。
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仮想サーバとベアメタルサーバではセキュリティグループに設定する項目が異なるため、セキュリティグループを分けてくださ

い。

なお、セキュリティグループは、仮想ルータおよびDHCPサーバが持つポートには設定できません。

表 143 : 仮想サーバとベアメタルサーバのセキュリティグループ機能の差分

項目 仮想サーバ ベアメタルサーバ

Stateful True False False

許可ルール

(方向)
Egress、またはIngressだけを

許可

EgressとIngressの両方を許

可

EgressとIngressの両方を許可

許可ルール

(通信相手)
CIDR形式のIPアドレス、また

はセキュリティグループ

CIDR形式のIPアドレス CIDR形式のIPアドレス
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項目 仮想サーバ ベアメタルサーバ

設定例 セキュリティグループの

Statefulは「True」です。このた

め、IngressまたはEgressのど

ちらか一方のルールがあれば、

自動的に対向のルールが生成

されます。

ヒント

例）仮想サーバから

別サーバにHTTPア

クセス（ポート番号

は80）する場合、以

下の設定が必要で

す。

• Egress: 仮想

サーバからの出

力パケット（80番

ポート）を許可す

るルール

戻りのパケットは

自動的に許可さ

れます。

重要

以下の観点で最大

通信量が想定で

きない場合は、右

記の Statefulを「

False」の適用を検

討してください。 
• 単位時間あたり

のトランザクション

性能 
• コネクション生成

数

Statefulに「True」

を適用した場合に、

通信性能の低下に

より、仮想サーバの

通信に問題がでる

場合があります。

次のようなケースにおいては、セ

キュリティグループのStatefulを
「False」にすることで性能向

上が見込めます。Egressと

Ingressの両方のルールが必要

です。

• 単位時間あたりのトランザク

ションの性能向上が必要な

ケース 

ヒント

例）概ね

400TPS（トラ

ンザクション／

秒）以上の性

能が必要な場

合：jmeterと
IPCOMを、

CentOS7.3の仮

想サーバタイプ 
C3-4で検証済み

です。

• 大量のコネクションが生成さ

れるケース 

ヒント

例）仮想サーバ

あたり、送信IPア

ドレス×受信IPア

ドレス×送信ポー

ト数×受信ポート

数×プロトコル数

の組み合わせが

概ね10000を超

える場合：仮想

サーバのポートが

2本あるときは2倍

した値です。

• IPCOM、BIG-IP、Palo 
Alto Networksなどの仮想

アプライアンスを冗長化した

ケース、または仮想IPを使用

してVMのクラスタを組んでい

るケース 

ヒント

冗長切替時に

コネクションを

維持するために

も、Statefulは「

False」を設定し

てください。

セキュリティグループのStatefulは「

False」です。このため、Ingressと

Egressの両方のルールが必要で

す。

ヒント

例）ベアメタルサーバ

（ランダムポート）から別

サーバにHTTPアクセス

（ポート番号は80）する

場合、以下の設定が

必要です。

• Egress: ベアメタル

サーバからの出力パ

ケット（80番ポート）

を許可するルール

• Ingress: Egressで

許可した出力パケッ

トの戻りのパケット

（ベアメタルサーバの

ランダムポート）を許

可するルール

重要

• 同一ポートに設定し

ている複数のセキュ

リティグループ間で、

「True」と「False」と

を混在しないでくださ

い。

• セキュリティグループ

に、制限値を超えた

ルールを設定しない

でください。

• 制限値が上限に達

してセキュリティグルー

プにルールを設定で

きないときは、以下の

対応をしてください。

• 外部ネットワーク

と接続する場合：

仮想ルータにファイ

アーウォールサービ

ス(nfv)を設定

• 外部ネットワークと

接続しない場合：

OSのiptablesを

使用してルールを

設定
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注

仮想サーバーのケースについて

• 同一プロジェクトの範囲では、Statefulを「True」か「False」のどちらかに統一することを推奨します。

同一ポートに複数セキュリティグループを適用する場合には、どちらかに統一してください。

• 「True」と「False」のどちらのStatefulが適切かわからない場合は、ヘルプデスクに問い合せてください。

仮想サーバーとベアメタルの両ケースについて

• たとえStatefulが「False」であっても、同一のセキュリティグループを仮想サーバとベアメタルサーバに適用で

きません。必ず別のセキュリティグループを作成して、それぞれに適用してください。

仮想ルータのファイアーウォールサービスとステートレス・セキュリティグループの組み合わせについて

• 仮想ルータのファイアーウォールサービスとステートレス・セキュリティグループを組み合わせた場合、トラフィック

の条件によっては、TCPコネクションが切断されることがあります。

詳細については、「ファイアーウォールサービス」を参照してください。

セキュリティグループの作成

ポートには受信側の通信を遮断し、送信側の通信は許可するデフォルトセキュリティグループが設定されます。そこで、セ

キュリティグループを作成し、必要に応じて通信を許可するルールを設定します。

表 144 : セキュリティグループ設定項目一覧

項目 説明 必須

セキュリティグループ名 セキュリティグループを識別するための名称

説明 作成するセキュリティグループに関する説明文
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項目 説明 必須

Stateful • 仮想サーバの場合

• 「True」を指定します。（通常のケース） 
IngressまたはEgressのどちらか一方のルールがあれば、自動的

に対向のルールが生成されます。自動的に生成されたルールのタ

イマーは、以下のとおりです。 
• non-TCP：180秒

• TCP：86400秒 

注

ICMPでtype（type 8,13,15,17）を指定しない場

合は、ICMPルールがstatelessとなり、自動的に

生成されるルールのタイムアウト制限はありません。

重要

タイムアウトした場合、コネクションが残っていても通信

が遮断されます。

タイムアウトによる通信遮断を回避する場合は、以下

のどちらかを実施してください。

• Keep-aliveを86400秒未満に設定する

• Statefulに「False」を指定する

この場合、Egressで許可した出力パケットに対す

る戻りのパケットを許可するルールが必要です。

• 「False」を指定します。（トランザクション性能向上または大量コ

ネクション生成のケース） 
具体例については「表 143 : 仮想サーバとベアメタルサーバのセ

キュリティグループ機能の差分」の表を参照してください。

• ベアメタルサーバの場合

「False」を指定します。

ヒント

デフォルトは「True」です。

デフォルトルール

セキュリティグループを作成した時点でのデフォルトルールを、以下に示します。

表 145 : セキュリティグループ作成時のデフォルトルール

方向 通信相手 プロトコル種別 IPバージョン

アウトバウンド (Egress) すべて すべて IPv4

アウトバウンド (Egress) すべて すべて IPv6

ルールの作成

パケットフィルタリングを行うルールは以下の項目で構成されます。複数のルールを1つのセキュリティグループに登録できま

す。
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ヒント

お互いにセキュリティグループが使用できる仮想サーバ同士の通信の場合、基本的に通信相手をセキュリティ

グループIDで指定することを推奨します。

表 146 : セキュリティグループ ルール設定項目一覧

項目 説明 必須

セキュリティグループID ルールを登録するセキュリティグループのID ◯

通信方向 インバウンド (Ingress) またはアウトバウンド (Egress) ◯

IPバージョン IPv4
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項目 説明 必須

通信相手 インバウンドの場合は送信元、アウトバウンドの場合は送信先

• 仮想サーバの場合

以下のどちらかの形式で指定します。

• CIDR形式のIPアドレス

• セキュリティグループ

送信元と送信先が異なるサブネット、かつ異なる仮想ルータに所属

する場合、CIDR形式のIPアドレスで指定することを推奨します。

セキュリティグループを指定した場合、指定したセキュリティグループ

が設定されている、すべてのポートのIPアドレスが対象となります。な

お、それらのポートに「通信許可するアドレスペア」が存在する場合

は、アドレスペアのIPアドレスも対象となります。

注

指定したセキュリティグループが設定されている、仮想

サーバやすべてのポートを削除すると、設定したセキュリ

ティグループルールが無効になる場合があります。通信

相手のポートに対してセキュリティグループルールを再設

定して下さい。 

• ベアメタルサーバの場合

CIDR形式のIPアドレスで指定します。

注

CIDR形式のIPアドレスで指定する場合、CIDRのプレ

フィックス長に基づくホスト部のbitは、すべて0を指定してく

ださい。 

図 59 : CIDR形式のIPアドレスで指定する場合の設定例
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項目 説明 必須

プロトコル情報 IPプロトコル

省略した場合は、すべてのプロトコルの通信が許可されます。

有効な指定値についてはCreate security group ruleを参照してく

ださい。

開始ポート番号 プロトコル情報に対応する開始ポート番号

単一のポートとしたい場合は、開始ポート番号と終了ポート番号に

同一の値を指定します。

注

• 開始ポート番号に0を指定すると、すべてのポートが通

信許可となるため、0は指定しないでください。

• ベアメタルの場合、Statefulに「False」が指定されたセ

キュリティグループでは、ポート範囲（開始ポート番号～

終了ポート番号）を指定できません。

終了ポート番号 プロトコル情報に対応する終了ポート番号

図 60 : セキュリティグループのルール設定例

デフォルトセキュリティグループ

ポートを作成する際にセキュリティグループ設定を省略した場合は、プロジェクトに作成されるデフォルトのセキュリティグ

ループが自動設定されます。

デフォルトセキュリティグループの初期ルール設定は、以下のとおりです。

表 147 : デフォルトセキュリティグループのルール

方向 通信相手 プロトコル種別 IPバージョン

Egress すべて すべて IPv4

Ingress 自セキュリティグループ すべて IPv4

重要

特定のruleを追加しても、Port UnreahableなどのICMPエラーが発生している状態では1、2回目

のPing通信が失敗する可能性があります。
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ヒント

• デフォルトセキュリティグループのセキュリティグループ名は「default」です。

• デフォルトセキュリティグループに対して、ルールを追加で設定できます。

仮想サーバが使用するセキュリティグループの「ingress any/any rule」と「egress any/any rule」を削除

し、通信に必要なルールを追加してください。

表 148 : 設定例

削除するルール 設定するルールの例

ingress any/any • ingress tcp/any
• ingress udp/any
• ingress icmp/any

egress any/any • egress tcp/any
• egress udp/any
• egress icmp/any

5.1.4 仮想ルータ機能
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

外部ネットワークと内部ネットワーク、またはネットワーク同士を接続するための仮想ルータ機能を提供します。

ネットワークと仮想ルータの関係を、以下の図に示します。

図 61 : 外部ネットワーク、内部ネットワーク、および仮想ルータの関係

仮想ルータの作成

以下の項目を指定して、仮想ルータを作成します。

表 149 : 仮想ルータ設定項目一覧
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項目 説明 必須

仮想ルータ名 仮想ルータを識別する名称

重要

1つのネットワークに対して、仮想ルータを2つ以上接続しないでください。

仮想ルータの情報変更

既存の仮想ルータに対し、設定情報を変更します。仮想ルータを外部ネットワークに接続するには、本機能で外部ネッ

トワークを設定します。

表 150 : 仮想ルータ情報変更 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

仮想ルータ名 変更したい名称

外部ネットワークID 外部ネットワークのID

外部ネットワークIDはサブネット一覧から確認できます。

仮想ルータとネットワークのアタッチ

既存の仮想ルータに対し、新たにサブネットを追加でアタッチする場合は、以下のように操作します。

1. 追加でアタッチしたいサブネットにポートを作成します。

アタッチ先となる仮想ルータのサブネットにゲートウェイアドレスが指定されている場合、同じアドレスを使用してポート

を作成してください。

2. 作成したポートを仮想ルータにインターフェースとして追加します。

同じ仮想ルータにアタッチされたサブネット同士が仮想ルータ経由で通信できるよう、自動的にルーティングテーブルが

設定されます。

注

• 仮想ルータを多段に構成できません。1つのネットワークにつき、アタッチできる仮想ルータは1つです。

• 仮想ルータにアタッチされたサブネットのゲートウェイアドレスに「null」を設定できません。

• 仮想ルータにアタッチされたサブネット配下に仮想サーバが存在していない場合、サブネットのゲートウェイア

ドレスに通信できません。

仮想ルータの削除

不要になった仮想ルータを削除します。

注

仮想ルータにサブネットがアタッチされている場合、仮想ルータは削除できません。事前にすべてのサブネットを

デタッチしておく必要があります。

NAT機能

仮想ルータでは以下のNAT機能が使用できます。

• SNAT

ネットワークからFJcloud-O以外のネットワークに向けての通信

SNAT機能は、外部ネットワークに接続された仮想ルータのサブネットのリソースからの通信だけ有効です。
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注

FJcloud-OのIaaSサービス以外で管理されたIPアドレス（例えば、プライベート接続で接続された顧客の

オンプレミスのネットワークのIPアドレス）に対するSNATはサポート対象外です。

サポート対象外のアドレスから、IaaSの仮想ルータを経由する外部のインターネットへの通信が必要な場

合は、ProxyまたはNATの機能を持たせた仮想サーバをプロジェクトに設置し、その仮想サーバにてアドレス

を変換する必要があります。

ヒント

通信時に使用される送信元グローバルIPアドレスについて

• ポートにグローバルIPアドレスが設定されている場合は、そのグローバルIPアドレスが通信に使用されま

す。

• ポートにグローバルIPアドレスが設定されていない場合は、リージョンごとに設定されたSNATアドレスプー

ルから自動でグローバルIPアドレスが割り当てられます。変換後のグローバルIPアドレスを指定、あるいは

固定することはできません。

グローバルIPアドレスの詳細については、ヘルプデスクまで問い合わせてください。

• DNAT

FJcloud-O以外のネットワークからネットワークに向けての通信

リソースのポートにグローバルIPアドレスを割り当てた場合は、そのグローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスを相互

にアドレス変換します。

プロジェクト間ネットワーク接続機能

プロジェクト間ネットワーク接続機能の詳細については、「ネットワークRBAC (Role-Based Access Control)」を参照

してください。

注

ヘルプデスク経由で設定したプロジェクト間ネットワーク接続機能の詳細、設定解除については、「プロジェク

ト間ネットワーク接続 利用ガイド」を参照してください。

※以降、ヘルプデスク経由の新規設定申請はせずに「ネットワークRBAC (Role-Based Access
Control)」を利用してください。
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注

• 仮想ルータにデフォルトルート（0.0.0.0/0）が設定されている場合、その仮想ルータ配下の仮想サーバ

は、FJcloud-O以外のネットワークに接続できません。

• 外部ネットワークが接続されている仮想ルータにスタティックルートを設定する場合、プライベートアドレスだけ

設定できます。

代表的な例の設定可否を示します。

表 151 : 代表的な例の設定可否

IPアドレス 設定可否

0.0.0.0/0 ×

100.64.0.0/16 ×

100.64.0.0/24 ×

100.64.0.0/32 ×

133.162.0.0/16 ×

10.0.0.0/8 ◯

172.16.0.0/16 ◯

172.16.0.0/24 ◯

192.168.0.0/24 ◯

192.168.0.0/32 ◯

• 仮想ルータの更新時に、external_gateway_info（外部ゲートウェイの情報）とroutes（仮想ルータのルー

ティング情報）を同時に削除する場合は、事前に以下の操作を実施してください。

• 更新する仮想ルータ配下に割り当てられたFloating IPを全て解除する

• 更新する仮想ルータ配下のインターネットに公開しているSSL-VPNとpublicタイプの、ロードバランサー

（NFV）を全て削除する

• DEXサービスに接続している仮想ルータにデフォルトルート（0.0.0.0/0）を設定した場合、DEXサービス側

にデフォルトルートは伝達されません。

DEXサービスの詳細については、「DEX（Digital enhanced EXchange）」を参照してください。

• 仮想ルータを外部ネットワークに接続すると、仮想ルータにEXTERNAL_FIXED_IPが設定されます。現

時点では、この設定による仮想ルータの動作に影響はありません。
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第 22 章

5.2 ポート追加サービス

5.2.1 ポート管理
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

仮想サーバ／ベアメタルサーバをネットワークに接続するため、IPアドレスと関連付けるポート（ネットワークインターフェー

ス）を作成および管理する機能を提供します。

ポートの作成

サブネット内で未使用の任意のIPアドレスを指定して割り当てる場合、または新しいポートをリソースに追加する場合

に、以下の項目を指定してポートを作成します。

表 152 : ポートの作成 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

ネットワークID ポートを接続するネットワークID ◯

ポート名 ポートを識別するための名称

オーナーデバイスID 作成するポートを所有するリソースID

MACアドレス ポートを識別するためのMACアドレス

MACアドレスを指定した場合、システムはそのMACアドレスをポート

に割り当てます。省略した場合、ポートに既設のMACアドレスを割り

当てます。

プライベートIPアドレス ポートに割り当てるIPアドレス

IPアドレスを指定した場合、システムはそのIPアドレスをポートに割り

当てます。省略した場合は、ネットワークIDに指定されたネットワーク

のアドレス範囲から割り当てます。

注

すでに利用中のIPアドレスを指定した場合は、ポートの作

成に失敗します。
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項目 説明 必須

通信許可するアドレスペアリスト 通信を許可するMACアドレスとIPアドレス、またはネットワークアドレス

の組み合わせのリスト

通常、IPスプーフィング対策フィルタリングルール※によって遮断される

通信のうち、明示的に通信許可する送信元を、MACアドレスとIPア

ドレス、またはネットワークアドレスの組み合わせリストで指定します。 
• ポートの接続先サブネットが仮想ルータに接続されている場合

アドレスペアとして指定された相手との通信のみが許可されます。

• ポートの接続先サブネットが仮想ルータに接続されていない場合

アドレスペアの指定は無視されます。

重要

IaaS基盤ネットワークに影響を与えるため、本機能を使

用してWindows NLBを稼働させることはできません。

ヒント

• 仮想サーバ上でPRIMECLUSTERなどを稼働させる

場合、通信が必要な送信元のMACアドレスとIPアドレ

スの組み合わせを、本パラメーターで許可します。

• アドレスペアの利用

• 指定できるIPアドレス、またはネットワークアドレスは、

ポートが接続されているサブネットの範囲内です。

• 接続されていないネットワークへの通信を許可する場

合は、[0.0.0.0/0]を指定することで全通信を許可で

きます。

想定外の動作を避けるため、上記以外の設定はしない

でください。

仮想サーバ上でPRIMECLUSTERなどを稼働させる場

合、通信が必要な送信元のMACアドレスとIPアドレスの

組み合わせを、本パラメーターで許可します。

セキュリティグループのIDリスト ポートに適用するセキュリティグループ

リスト形式で指定します。

※仮想サーバに割り当てられたポートのMACアドレス、IPアドレスの組み合わせ以外の通信を遮断するフィルターが自

動設定されます。これにより、送信元IPアドレスまたはMACアドレスを偽装したなりすましを防ぐことができます。
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ヒント

IPアドレスの変更

既存のポートに割り当てられたIPアドレスは変更できません。

IPアドレスを割り当てることができるのは、新規でポートを作成した場合だけです。IPアドレスを変更する場合

は、以下の手順に従ってください。

変更手順はサーバの環境によって異なります。利用環境に応じた手順を実施してください。

• 新規でポートを作成して変更する場合

1. 既存のIPアドレスが割り当てられているポートを削除

2. 仮想サーバを再起動

3. 新しいIPアドレスを指定して、ポートを再作成

4. 再作成したポートをリソースに割当て

• Cloudbase-initのバージョン1.1.2以降がインストールされているWindows OSの仮想サーバの場合

1. 新しいIPアドレスを指定して、ポートを作成

2. 仮想サーバのIPアドレス設定を「自動取得」に変更

3. 仮想サーバをシャットダウン

4. 既存のIPアドレスが割り当てられているポートを削除

5. 作成したポートをリソースに割当て

6. 仮想サーバを起動

7. 新しいIPアドレスの表示を確認

IaaSポータルのリモートコンソールを使用して仮想サーバにログインし、以下のコマンドを実行して新し

いIPアドレスが表示されることを確認します。

ipconfig /all

新しいIPアドレスが表示されない場合は、以下のコマンドを実行し、新しいIPアドレスが表示されること

を確認してください。

ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all

ネットワークインターフェースの設定

• RHEL仮想サーバ、CentOS仮想サーバまたは Rokcy Linux仮想サーバでは、仮想サーバ作成時にポー

トを複数追加した場合、または既存の仮想サーバにポートを追加した場合は、ネットワークインターフェース

が自動的に設定されません。必要に応じ、以下の手順でOS上でネットワークインターフェースの設定ファイ

ルを作成してください。

1. 仮想サーバに管理者ユーザーでログイン

2. ネットワークインターフェースの設定ファイルを作成

3. ネットワークサービスを再起動

以下のリソースを作成する際にサブネットだけを指定した場合、システムが自動的にポートを作成して割り当てます。

• 仮想サーバ

仮想サーバの作成で指定するパラメータについては、仮想サーバの作成／削除を参照してください。

• 仮想サーバにはポートを複数追加できます。

• DHCPにより自動で割り当てられるのではなく、指定したIPアドレスを利用する場合は、そのIPアドレスで事前に作

成したポートを仮想サーバにアタッチしてください。

• ポートが使用していた、DHCPにより自動で割り当てられたIPアドレスは、そのポートを削除後、一定期間（平

均10～15秒程度）は他のポートで使用できません。

• 仮想サーバの作成時に、同一セグメントに対して2つ以上のポートをアタッチしないでください。

• 仮想ルータ
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仮想ルータの作成で指定するパラメータについては、仮想ルータ機能を参照してください。

仮想ルータをデフォルトゲートウェイ（0.0.0.1）に作成する場合だけ、自動でポートを割り当てます。すでにx.x.x.1のア

ドレスで仮想ルータがアタッチされているネットワークに、仮想ルータを追加する場合は、手動でポートを構成する必要

があります。
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第 23 章

5.3 グローバルIP提供サービス

5.3.1 グローバルIPアドレスサービス
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

仮想リソースにインターネットからアクセスするためのグローバルIPアドレスを、取得および解放します。取得したグローバ

ルIPアドレスは、フローティングIPとして仮想リソースに割り当てて利用します。

グローバルIPアドレス取得

割り当て先となるポートを指定して、グローバルIPアドレスを取得します。

表 153 : グローバルIPアドレス設定項目一覧

項目 説明 必須

外部ネットワークID システムが払い出した外部ネットワークのID

外部ネットワークIDはサブネット一覧から確認できます。

◯

ポートID グローバルIPアドレスを割り当てるポート

ヒント

グローバルIPアドレスは IaaS基盤の仕様につき、仮想

ルータには割り当てられません。

◯

プライベートIPアドレス グローバルIPアドレスを変換するプライベートIPアドレス

プロジェクトID グローバルIPアドレスを取得するプロジェクトのID

注

• グローバルIPアドレスは、本サービスで提供するアドレスプールから自動で割り当てられます。割り当てられる

グローバルIPアドレスの範囲を指定したり、任意のグローバルIPアドレスを指定したりして取得することはでき

ません。

• グローバルIPアドレスは、外部ネットワークに接続しているサブネット上のネットワークアダプターにだけ付与で

きます。

• 仮想ルータにはグローバルIPアドレスを指定できません。

• 同一プロジェクト内のフローティングIPをもつ仮想サーバと通信する場合、サーバグループの設定が必要で

す。フローティングIPをもつ宛先仮想サーバを同一ホストに配置しないでください。

グローバルIPアドレス割当て変更

既存のグローバルIPアドレスに対して、ポートへの割当てを変更します。

表 154 : グローバルIPアドレス変更可能項目一覧

項目 説明 必須

ポートID 新たにグローバルIPを割り当てるポートのID ◯

プライベートIPアドレス グローバルIPアドレスを変換するプライベートIPアドレス

グローバルIPアドレス解放

取得済みのグローバルIP アドレスの中から、不要になったグローバルIP アドレスを解放します。
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注

グローバルIPアドレスにPTRレコードを作成している場合は、以下に注意してください。

• グローバルIPアドレスを解放する前に、必ずPTRレコードを削除してください。

• 事前にPTRレコードを削除せずにグローバルIPアドレスを解放した場合、PTRレコードが連絡なく強制的

に削除される恐れがあります。

重要

解放されたグローバルIPアドレスは、解放された直後から、ほかの利用者によるグローバルIPアドレス取得で

再利用されることが想定されます。意図しない通信がされないよう、グローバルIP アドレス解放前にDNS登

録を削除するなどの対処をしてください。
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第 24 章

5.4 VPN (IPsec VPN)

5.4.1 IPsec VPN機能
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

オンプレミス環境との接続、またはリージョン間のシステム接続のために、IPsec VPNゲートウェイ機能を提供します。

仮想ルータにIPsec VPN機能を追加設定すると、対向のIPsec VPNゲートウェイと接続できるようになります。

IPsec VPN機能は、VPNサービスとIPsecサイトコネクションによって構成されます。

ヒント

IPsecサイトコネクションは、対向IPSecゲートウェイとの接続に使用します。IPsecサイトコネクションの機能に

は以下があります。

• 作成：vpn service／ike policy／ipsec policy等のパラメータを指定し、IPSec site connectionを作

成します。

• 更新：psk／admin_state_up／dpd／peer情報等のパラメータを指定し、IPSec site connectionを

更新します。

• 再作成：vpn service／ike policy／ipsec policy等のパラメータを指定し、IPSec site connectionを

再作成します。

同一のvpn_serviceを使用して、同時に最大で20個のIPSec site connectionを作成できます。

• 削除：IPSec site connectionを指定し、削除します。

詳細については、APIリファレンスを参照してください。
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図 62 : IPsec VPN機能を利用したネットワーク接続イメージ
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注

対向IPsecゲートウェイ関連

• 対向IPsecゲートウェイでは、リプレイチェック機能（アンチリプレイ機能）を無効にしてください。

• 対向IPsecゲートウェイのremote addressには、IPsecサイトコネクション作成時のレスポンスボディに含ま

れるipsec_endpoint_addressの値を設定してください。

• IPSec VPN機能の通信制限により、対向IPsecゲートウェイのMTUは1500以下、かつDF bit = 1（フラ

グメントを許可しない）を設定してください。

• 対向IPsecゲートウェイに直接接続されるサブネットで通信ができます。L3スイッチを介して接続されたサ

ブネットを指定した場合、IPsecサイトコネクションのステータスが「ACTIVE」になりますが、通信はできませ

ん。

IPsecサイトコネクション関連

• 1つのIPsec VPNトンネルでIaaSの仮想ルータに直接接続される1つのサブネットと、対向IPsecゲート

ウェイに直接接続される1つのサブネット間の通信ができます。これら2つのサブネットアドレスは重複しな

いようにしてください。作成したIPsecサイトコネクションがこれら2つのサブネットアドレスと重複している場

合、IPsecサイトコネクションを更新せず、このIPsecサイトコネクションを削除して、再作成してください。

• 1つの仮想ルータにつき、作成できるVPNサービスは1つ（IPsec VPN、またはSSL-VPN）だけです。複数

のIPsec VPNトンネルを作成したい場合は、1つのVPNサービス上に複数のIPsecサイトコネクションを作

成してください。

• 1つのVPNサービスに、複数のIPsecサイトコネクションを作成する場合、対向側の接続先ネットワーク

peer_cidrsの値を重複しないようにしてください。万一 peer_cidrsを重複させてしまった場合は、IPsecサ

イトコネクションをすべて削除し、再作成してください。

• IPsecサイトコネクションの再作成や更新によって、ipsec_endpoint_addressの値が変わることがありま

す。それらの操作を実施した場合は、ipsec_endpoint_addressの値を確認してください。

• IPsecサイトコネクション通過後の通信に関しては、ファイアーウォールサービスで明示的に許可する必要が

あります。

その他

• 同一リージョンのIPsec VPN接続はサポートしていません。異なるドメインであっても、同一リージョン

のIPsec VPN接続はサポートしていません。

• 1つの仮想ルータにおける同時に利用できないネットワークサービスについては、同時に利用できないネット

ワークサービスを参照してください。

• IPSec VPN機能は、HEATテンプレートなどのスタック機能の定義をサポートしません。

設定内容

表 155 : VPN接続に関する設定項目

項目 サポートする方式

認証方式 事前共有鍵方式（128 文字以内のASCII文字列）

DPD Peer検出時のアクション hold / restart

DPD検出間隔 10秒以上

DPD検出タイムアウト DPD検出間隔よりも大きな値

サポートする暗号化関連設定項目

表 156 : IKEポリシー
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項目 サポートする方式

認可アルゴリズム sha1 / sha2

暗号化アルゴリズム AES-128 / AES-192 / AES-256

IKE version V1

ライフタイム 120～946080000（秒）

PFS group2 / group5 / group14

鍵交換モード main

鍵交換方式 DH（固定・設定不可）

暗号利用モード HMAC（固定・設定不可）

表 157 : IPsecポリシー

項目 サポートする方式

認可アルゴリズム sha1 / sha2

カプセルモード tunnel

暗号化アルゴリズム AES-128 / AES-192 / AES-256

ライフタイム 120～946080000（秒）

PFS group2 / group5 / group14

トランスフォームプロトコル esp

鍵交換方式 DH（固定・設定不可）

暗号利用モード HMAC（固定・設定不可）

イニシエータモード bi-directional / response-only

仮想サーバがPath MTU Discovery機能を使用する場合

仮想サーバがPath MTU Discovery機能を使用する場合、以下のセキュリティグループルールとファイアーウォールルー

ルが必要です。

表 158 : セキュリティグループルール

方向 通信相手 プロトコル 種別 コード

Ingress 100.96.0.11 ICMP 3 4

Ingress 100.96.0.12 ICMP 3 4

表 159 : ファイアーウォールルール

アクション プロトコル 送信元 IP アドレス

ALLOW ICMP 100.96.0.11

ALLOW ICMP 100.96.0.12
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第 25 章

5.5 VPN (SSL-VPN)

5.5.1 SSL-VPN接続
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

システム上に構築した仮想環境へセキュアーに接続し、仮想サーバにログインして管理操作をするために、SSL-
VPN接続機能を提供します。

SSL-VPN接続環境の構築手順はSSL-VPN接続を利用した仮想サーバOSへの接続 [東日本第3／西日本

第3]を参照してください。

重要

SSL-VPNのクライアントアドレスプールには、以下のネットワークアドレスは指定しないでください。以下のネッ

トワークアドレスを指定した場合、通信ができなくなる可能性があります。

• 使用しているネットワークアドレス

• クライアントPCが接続しているローカルネットワークアドレス

• 192.168.122.0/24

通信ができなくなった場合は、ヘルプデスクまで連絡してください。

図 63 : SSL-VPN接続の利用イメージ

セッション数の拡張

SSL-VPN接続のセッション数の上限を拡張できます。実行するAPIの詳細についてはSSL VPN V2 Connectionsを

参照してください。

上限値 説明 課金対象

1コネクション当たり20セッション デフォルトの上限

1コネクション当たり255セッション 拡張した場合の上限 ◯

注

• SSL-VPNに接続する場合、プロジェクトに登録するユーザー数の上限を255としてください。　

• SSL-VPN接続しているユーザー数が制限値（SSL-VPN接続を利用するユーザー数）を超えた場合、

セッション数の上限に達していなくても、SSL-VPN接続できないユーザーが出てきます。詳細は制限

値のネットワークに関する制限値を参照してください。

注意事項

サブネット関連
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• 1つの仮想ルータにつき、作成できるVPNサービスは1つ（IPsec VPN、またはSSL-VPN）だけです。複数のサブネット

にSSL-VPN接続をする場合は、仮想ルータ、SSL-VPN機能（VPNサービス、SSL-VPN Connection）をサブネッ

トごとに作成してください。

• SSL-VPNで接続するサブネットアドレスと、クライアントPCのサブネットアドレスは重複しないようにしてください。

• SSL-VPNで接続するサブネットには、ゲートウェイアドレスを設定してください。なお、設定したゲートウェイアドレス

は、SSL-VPNを使用している間は削除しないでください。

• SSL-VPNで接続するサブネットも含め、仮想サーバに複数のサブネットを接続する場合は、仮想サーバには適切な

ルートを設定してください。

• デフォルトゲートウェイの設定は、仮想サーバのOS上で、適切なサブネットのゲートウェイを設定してください。

• SSL-VPNのクライアントアドレスプールに設定するサブネットへのルート設定は、お客様システムメンテナンス用ネット

ワークのサブネットに指定したゲートウェイを経由するように、サブネットのホストルートで設定してください。

• SSL-VPN Connectionリソースを接続する仮想ルータには、以下のサブネットを接続しないでください。

• 192.168.80.0/24
• 192.168.90.0/24

• SSL-VPN接続後、クライアントからSSL-VPNで接続するサブネットアドレスにだけアクセスできます。

SSL-VPNの仕様と作成関連

• SSL-VPN Connection通過後の通信に関しては、ファイアーウォールサービスで明示的に許可する必要があります。

• SSL-VPN機能は、HEATテンプレートなどのスタック機能の定義をサポートしません。

• SSL-VPN接続はWindowsクライアントだけサポートします。

• SSL-VPN接続にOpenVPNを利用できません。

• SSL-VPN接続の作成時、仮想ルータへ自動的に追加された静的ルータ設定

（Nexthop：192.168.80.4、Destination：クライアントアドレスプール）を削除しないでください。

SSL-VPNの接続と運用関連

• SSL-VPNで接続するには、お客様システムメンテナンス用ネットワークに、SSL-VPN Connectionリソースを追加設

定します。

• SSL-VPN Connectionリソースに接続するには、クライアントPCにSSL-VPN用のクライアントソフトをインストール

し、SSL-VPN接続のための設定をする必要があります。

• SSL-VPN接続には、プロジェクトに所属しているユーザーの証明書を使用してください。

• SSL-VPN接続中は、すべての通信がSSL-VPN経由になりますが、クライアント端末の設定状態によって

は、DNS通信がSSL-VPNを経由しない場合があります。

その場合は、クライアント端末で物理インターフェースに設定しているDNS設定を削除してください。

• 1つの仮想ルータにおける同時に利用できないネットワークサービスについては、同時に利用できないネットワークサービ

スを参照してください。

• SSL-VPN接続は、ユーザーのログアウト状態が365日に達したときに自動的にアカウントが無効化され、接続できな

くなります。再度接続するには、対象のユーザーのアカウントを一旦削除したあと追加し、アカウントを復旧する必要が

あります。

ただし、SSL-VPNを使用せずにポータルやAPIを使用する場合は、365日を超えてもアカウントはそのまま使用できま

す。

• プロジェクトへのユーザーの追加、またはプロジェクトからの削除を実施する場合、情報が反映されるまでに最大1時間

程度かかります。

• 上限値を超えない複数のユーザーが同時に接続したときに、一部のユーザーが接続に失敗した場合は、次の対処を

試行してください。

1. SSL VPN V2のコネクション更新のAPIを実行し、 SSL VPN拡張オプション（値の変更は不要）を再設定します

（Update SSL VPN V2 Connection）。

2. 再度、接続します。

• Windows メジャーアップデート後、SSL-VPNの接続が不安定になった場合、SSL-VPNクライアントのサービスを一

度アンインストールしてから再接続してください。

サーバ証明関連
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• 公開キー：鍵長2048ビットのRSA
• 署名アルゴリズム：RSA付きSHA256
• ハッシュ関数：SHA256

ヒント

暗号化スイートは「SSL-VPN接続がサポートする暗号スイート一覧」を参照してください。

関連タスク

SSL-VPNクライアントのセットアップ（Windows編）

SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Internet Explorer）
SSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Internet Explorer）
SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Microsoft Edge）

SSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Microsoft Edge）

SSL-VPNクライアントからの接続・切断（Windows編）

5.5.2 ファイアーウォールサービスおよびセキュリティグループ機能との関
係

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

仮想ルータ上のファイアーウォールが有効になっている場合、仮想サーバへのログインに利用するSSH通信などは、ファイ

アーウォールサービスで明示的に許可する必要があります。

ヒント

「例2：サービス用とメンテナンス用でネットワークを同一にする構成」の場合は、ファイアーウォールとセキュリティ

グループに、両方のネットワークの通信を許可するルールを設定します。

ファイアーウォールサービス、およびセキュリティグループ機能を使用したイメージは以下のとおりです。

図 64 : SSL-VPNの通信イメージ
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SSL-VPN接続のためのファイアーウォールルール

SSL-VPN Connectionリソース作成前にファイアーウォールサービスが作成されている場合は、SSL-VPN
Connectionリソース作成時に、「送信元IPアドレス」値が「省略」となるファイアーウォールルール（443/TCP）を追加して

ください。

SSL-VPN Connectionリソース作成後に、ファイアーウォールサービスを作成する場合は、本ルールを追加してくださ

い。

表 160 : SSL-VPN接続のためのファイアーウォールルール

送信元IPアドレス 送信元ポート番号 宛先IPアドレス 宛先ポート番号 プロトコル

お客様のパソコンの

IPアドレス （SSL-
VPNクライアント）

省略 SSL-VPN 
Connectionリソース

のIPアドレス ※1

SSL-VPN接続ポー

ト番号 ※2
SSL-VPN接続プロ

トコル ※2

※1: 192.168.90.5/32を指定してください。

※2: SSL-VPN Connectionに設定したプロトコル種別に合わせて設定されます。手動で設定する場合は、プロトコル

種別に合わせて設定してください。例えばプロトコル種別が「tcp」の場合は、以下を指定します。

• 宛先ポート番号: 443
• プロトコル: tcp

ヒント

ファイアーウォールルールを変更したい場合は、SSL-VPN Connectionリソース作成後に変更できます。

SSL-VPN Connection通過後の通信のためのファイアーウォールルール

SSL-VPN Connection通過後の通信のため、明示的に許可するルールを追加してください。

表 161 : SSL-VPN Connection通過後の通信のためのファイアーウォールルール

送信元IPアドレス 送信元ポート番号 宛先IPアドレス 宛先ポート番号 プロトコル

SSL-VPNのクライ

アントアドレスプール
CIDR ※3

省略 仮想サーバ （接続先

のサーバ）のIPアドレ

ス

SSL-VPN 
Connection 通過後

の通信ポート番号 ※
4

SSL-VPN 
Connection通過後

の通信プロトコル ※4

※3: SSL-VPN ConnectionリソースのSSL-VPNクライアントが使用する仮想ネットワー

クCIDR(client_address_pool_cidr)です。詳細はAPIリファレンス「Create SSL VPN V2 Connection」を参照して

ください。

※4: 例えば仮想サーバにSSH接続をする場合は、以下を指定します。

• 宛先ポート番号: 22
• プロトコル: tcp
関連タスク

SSL-VPNクライアントのセットアップ（Windows編）

SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Internet Explorer）
SSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Internet Explorer）
SSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Microsoft Edge）

SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Microsoft Edge）

SSL-VPNクライアントからの接続・切断（Windows編）
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第 26 章

5.6 ファイアーウォール

5.6.1 ファイアーウォールサービス
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

仮想サーバにパケットフィルタを設定するセキュリティグループに対し、ファイアーウォールサービスは仮想ルータにパケットフィ

ルタを設定します。

下図のように、外部ネットワークと接続した仮想ルータに設定します。

図 65 : ファイアーウォールサービスの利用イメージ

注

ファイアーウォールの通信に関するログはサポートしていません。

ファイアーウォールサービスは、以下の手順でフィルタリング情報を構成し、設定します。ファイアーウォールを仮想ルータに

関連付けることで、設定したフィルタリングが行われるようになります。

1. ファイアーウォールルールの作成

2. ファイアーウォールポリシーを作成し、ルール群を登録

3. ポリシーを指定してファイアーウォールを作成し、仮想ルータに関連付け
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注

• ファイアーウォールルールが設定された仮想ルータ配下では、異なるサブネットへの通信に対してもファイ

アーウォールルールが適用されます。（図 66 : ファイアーウォールサービスの利用イメージ（異なるサブネッ

ト間で通信する場合）参照）

• 異なるサブネットへの通信に対して、サブネットにホストルートを設定、または仮想サーバにスタティック

ルートを設定した場合、ファイアーウォールルールは適用されません。戻りの通信にもファイアーウォール

ルールが適用されるため、異なるサブネットから送信される戻りのパケットの通信を許可するファイアー

ウォールルールを設定してください。（図 67 : ファイアーウォールサービスの利用イメージ（スタティックルー

トを設定した異なるサブネット間で通信する場合）参照）

仮想ルータに関連付けられたファイアーウォールは、サブネット（図の内部ネットワーク1）に含まれていないアドレスからのす

べての通信をフィルタリングします。

内部ネットワーク2に所属する仮想サーバ2と通信するためには、仮想サーバ1と仮想サーバ2の間の通信を許可するファ

イアーウォールルールの設定が必要です。

図 66 : ファイアーウォールサービスの利用イメージ（異なるサブネット間で通信する場合）
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仮想サーバ上にスタティックルートを設定し、仮想ルータを経由しないで通信した場合、仮想サーバ1から仮想サーバ2へ

の通信がファイアーウォールを通過しません。戻りのルールも自動的に生成されないため、仮想サーバ2から仮想サー

バ1への通信を許可するファイアーウォールルールの設定が必要です。

図 67 : ファイアーウォールサービスの利用イメージ（スタティックルートを設定した異なるサブネット間で通信する場合）

ヒント

同一サブネット内の通信でファイアーウォールサービスを使用する場合は、「同一サブネット内通信でファイアー

ウォールサービスを使用する場合」を参照してください。

ファイアーウォールルールの作成／変更

以下の項目を指定して、ファイアーウォールルールを作成または変更します。レスポンスパケット用の許可ルールを設定す

る必要はありません。

表 162 : ファイアーウォールルール設定項目一覧

項目 説明 必須

ルール名 ルールの名称

説明 説明文

ルールの有効／無効 「有効(True)」または「無効(False)」

プロトコル 以下のどれかのプロトコル

• tcp
• udp
• icmp

IPバージョン IPv4

送信元IPアドレス 送信元のIPアドレス（CIDR形式での指定可能）

送信元ポート番号 対象通信の送信元ポート番号（a:bの形式で範囲指定可能）
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項目 説明 必須

宛先IPアドレス 通信の宛先IPアドレス（CIDR形式での指定可能）

宛先ポート番号 対象通信の宛先ポート番号（a:bの形式で範囲指定可能）

アクション 「許可(Allow)」または「禁止(Deny)」

ヒント

• ファイアーウォールと仮想ルータのNAT機能を組み合わせて使用する場合、IPアドレスにはグローバルIPアド

レスに対応するプライベートIPアドレスを指定してください。

ファイアーウォールは、以下のタイミングで適用されます。

• 内部ネットワークからインターネットへの通信の場合、SNATの実行前

• インターネットから内部ネットワークへの通信の場合、DNATの実行後

• 「tcp」プロトコルの通信時に通信先ポートが閉鎖されていると、ファイアーウォールに設定した許可ルールに

関係なく通信先サーバからの応答が遮断されます。その結果、コネクションのタイムアウトが発生してしまう

ため、通信を許可する「tcp」プロトコルの通信先ポートを開放する必要があります。

• IPCOMの冗長化を利用した通信には、双方向の通信を許可するファイアーウォールルールが必要です。

ファイアーウォールポリシーの作成／変更

複数のファイアーウォールルールのリストを、ファイアーウォールポリシーとして定義します。優先順位に従いリスト内のルー

ルが順次検証され、通信の可否を制御します。複数のファイアーウォールポリシーに同一のファイアーウォールルールは設

定できません。

ポリシー内で自動的に「DENY ALL」ルールが最後尾に追加されます。これにより、許可ルールの定義されないトラフィッ

クはデフォルトで遮断されます（ホワイトリスト方式）。この自動的に追加される「DENY ALL」ルールは暗黙ルールとなっ

ており、ポリシーに表示されません。

以下の項目を指定して、ファイアーウォールポリシーを作成または変更します。

表 163 : ファイアーウォールポリシー設定項目一覧

項目 説明 必須

ポリシー名 ポリシーの名称

説明 説明文

ファイアーウォールルールリスト 作成済みのファイアーウォールルール（リスト形式） 
リストの上から順にルールが検証されます。

ヒント

ファイアーウォールルールの追加・削除を伴う順序変更の場合は、ファイアーウォールポリシーの更新（Update
firewall policy）で実施できます。

ファイアーウォールの作成／変更

ルールを登録したファイアーウォールポリシーを指定して、仮想ルータにファイアーウォールを作成または変更します。

• 1つの仮想ルータに設定できるファイアーウォールは1つだけです。

• 1つのファイアーウォールに設定できるファイアーウォールポリシーは1つだけです。

表 164 : ファイアーウォール設定項目一覧

項目 説明 必須

ファイアーウォール名 ファイアーウォールの名称
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項目 説明 必須

説明 説明文

ファイアーウォールポリシーID 作成済みのファイアーウォールポリシーID

仮想ルータID ファイアーウォールポリシーを適用する仮想ルータID

省略した場合は、プロジェクト内すべての仮想ルータに適用されます。

管理状態 リソースの管理状態

true を指定します（「up(true)」と表示されます）。

ヒント

true 以外は指定できません。ダブルクォーテーションで囲わ

ずに、半角英小文字で true だけを指定してください。

ファイアーウォールサービスとステートレス・セキュリティグループの組み合わせ

以下の両方の条件を満たす場合、TCPコネクションが切断されることがあります。

• 仮想ルータのファイアーウォールサービスとステートレス・セキュリティグループを組み合わせる（下図の赤枠を参照）

• 仮想ルータでファイアーウォールルールを「外部ネットワークから内部ネットワーク」に定義しているにもかかわらず、「内部

ネットワークから外部ネットワーク」に自発的な（応答ではない）通信を行っている

例）負荷分散先の仮想サーバからインターネット宛にファイアーウォールルールと逆方向の自発的なパケットを送信（下

図を参照）
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図 68 : 仮想ルータでファイアーウォールサービスを利用した場合

対処方法として、以下のどれかの設定を推奨します。

• ファイアーウォールに逆方向ルールを追加

逆方向の自発的な通信ができるように、ファイアーウォールに逆方向ルールを追加し、双方向通信を許可します。

IPCOMを冗長構成で使用している場合の設定は、ファイアーウォールルールの作成／変更で推奨しています。

詳細については、「IPCOM VE2mスタートガイド（東日本第3/西日本第3リージョン向け）」を参照してください。
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図 69 : ファイアーウォールへの逆方向ルール追加イメージ

• クライアント側のタイムアウト値を調整

TCPコネクションが切断されても短時間でリトライするよう、クライアント側のタイムアウト値を調整します。

• 仮想アプライアンスのファイアーウォールサービスを使用

仮想ルータのファイアーウォールサービスを使用せず、IPCOMなどの仮想アプライアンスのファイアーウォールサービスを

使用します。
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図 70 : IPCOMのファイアーウォールサービスの使用イメージ

• セキュリティグループのStatefulに「True」を設定

性能などの観点から、ステートフル・セキュリティグループが利用可能であれば、セキュリティグループのStatefulに
「True」を設定します。

ヒント

対処の必要性に対する不明点や詳細については、ヘルプデスクにお問い合わせください。

- 321 -



第 27 章

5.7 ファイアーウォール（nfv）

5.7.1 ファイアーウォールサービス（nfv）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ベアメタルサーバにパケットフィルタを設定するセキュリティグループに対し、ファイアーウォールサービスは仮想ルータにパケッ

トフィルタを設定します。

下図のように、外部ネットワークと接続した仮想ルータに設定します。

図 71 : ファイアーウォールサービスの利用イメージ

ファイアーウォールサービスは、以下の手順でフィルタリング情報を構成し、設定します。ファイアーウォールを仮想ルータに

関連付けることで、設定したフィルタリングが行われるようになります。

1. ファイアーウォールルールの作成

2. ファイアーウォールポリシーを作成し、ルール群を登録

3. ポリシーを指定してファイアーウォールを作成し、仮想ルータに関連付け
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注

• ファイアーウォールを作成する前に、ベアメタルサービス用の外部ゲートウェイを作成する必要があります。

詳細は、APIリファレンスのCreate external gatewayを参照してください。

• お客様のパソコンのサブネットと、IaaSの仮想ルータのサブネットは重複できません。

• 1つの仮想ルータにおける同時に利用できないネットワークサービスについては、同時に利用できないネット

ワークサービスを参照してください。

• ファイアーウォール機能は、HEATテンプレートなどのスタック機能の定義をサポートしません。

• ファイアーウォールの通信に関するログはサポートしていません。

• ベアメタルサービスのフィルタリングは、FJcloud-O以外のネットワークとの通信だけを対象とします。

ファイアーウォールルールの作成／変更

以下の項目を指定して、ファイアーウォールルールを作成または変更します。

表 165 : ファイアーウォールルール設定項目一覧

項目 説明 必須

ルール名 ルールの名称

説明 説明文

ルールの有効/無効 「有効(True)」または「無効(False)」

プロトコル 以下のどれかのプロトコル

• tcp
• udp
• icmp

IPバージョン IPv4

送信元IPアドレス 送信元のIPアドレス（CIDR形式での指定可能）

送信元ポート番号 対象通信の送信元ポート番号（a:bの形式で範囲指定可能）

宛先IPアドレス 通信の宛先IPアドレス（CIDR形式での指定可能）

宛先ポート番号 対象通信の宛先ポート番号（a:bの形式で範囲指定可能）

アクション 「許可(Allow)」または「禁止(Deny)」

注

ベアメタルサービスにおけるファイアーウォールではレスポンスパケット用の許可ルールを設定する必要がありま

す。

ファイアーウォールポリシーの作成／変更

複数のファイアーウォールルールのリストを、ファイアーウォールポリシーとして定義します。優先順位に従いリスト内のルー

ルが順次検証され、通信の可否を制御します。複数のファイアーウォールポリシーに同一のファイアーウォールルールは設

定できません。

ポリシー内で自動的に「DENY ALL」ルールが最後尾に追加されます。これにより、許可ルールの定義されないトラフィッ

クはデフォルトで遮断されます（ホワイトリスト方式）。この自動的に追加される「DENY ALL」ルールは暗黙ルールとなっ

ており、ポリシーに表示されません。

以下の項目を指定して、ファイアーウォールポリシーを作成または変更します。

表 166 : ファイアーウォールポリシー設定項目一覧
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項目 説明 必須

ポリシー名 ポリシーの名称

説明 説明文

ファイアーウォールルールリスト 作成済みのファイアーウォールルールのリスト

ここで指定したリストの上から順に、ルールが検証されます。

ファイアーウォールの作成／変更

ルールを登録したファイアーウォールポリシーを指定して、仮想ルータにファイアーウォールを作成または変更します。

• 1つの仮想ルータに設定できるファイアーウォールは1つだけです。

• 1つのファイアーウォールに設定できるファイアーウォールポリシーは1つだけです。

表 167 : ファイアーウォール設定項目一覧

項目 説明 必須

ファイアーウォール名 ファイアーウォールの名称

説明 説明文

ファイアーウォールポリシーID 作成済みのファイアーウォールポリシーID

仮想ルータID ファイアーウォールポリシーを適用する仮想ルータID ◯
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第 28 章

5.8 ロードバランサー（nfv）

5.8.1 ロードバランサーサービスとは
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ロードバランサーをネットワーク内に作成すると、仮想サーバ／ベアメタルサーバへのトラフィックを分散して処理します。

ロードバランサー（nfv）の構成要素は、以下のとおりです。

図 72 : ロードバランサー（nfv）の構成要素

ロードバランサーサービスでは、以下の機能を提供します。

ロードバランサーの作成

負荷分散の用途に合わせ、以下の項目を設定してロードバランサーを作成します。

表 168 : ロードバランサー 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

ロードバランサー名 ロードバランサーを識別するための名称を指定する

注

プロジェクト内で一意となっている必要があります。

◯

仮想ルータID ロードバランサーを所属させる仮想ルータのIDを指定する ◯
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項目 説明 必須

セキュリティグループリスト ロードバランサーに設定するセキュリティグループのIDをリスト形式で指

定する。

注

• ロードバランサーの処理性能は固定となります。

• 分散対象と同じサブネットにある仮想サーバはロードバランサーにアクセスできません。

• ロードバランサーを接続する仮想ルータには、以下のサブネットを接続しないでください。

• 192.168.80.0/24
• 192.168.90.0/24

• お客様のパソコンのサブネットと、IaaSの仮想ルータのサブネットは重複しないようにしてください。

• 1つの仮想ルータにおける同時に利用できないネットワークサービスについては、同時に利用できないネット

ワークサービスを参照してください。

• 新規に作成されたロードバランサーには、all permit（全許容）のセキュリティグループが自動的に適用され

ます。

• 仮想サーバのセキュリティグループに、ロードバランサーとの通信で使用する以下の許可ルールを設定してく

ださい。

• ロードバランサーにアクセスする仮想サーバの場合

192.168.90.0/24のサブネットとの通信を許可

• 負荷分散対象の仮想サーバの場合

192.168.80.0/24のサブネットとの通信を許可

• ロードバランサーの作成時、VRRP（プロトコル番号：112）の通信を許可するセキュリティグループルールが

自動で仮想ルータに設定されます。

• ロードバランサー機能は、HEATテンプレートなどのスタック機能の定義をサポートしません。

ロードバランサーの運用操作

• 負荷分散対象の追加／削除

• 負荷分散対象の異常監視

ロードバランサーの削除

既存のロードバランサーを指定して削除します。

セキュリティ

インターネット通信可能なロードバランサーを作成した場合、フロントエンド側はインターネットに公開された状態になり

ます。インターネットからの攻撃を防ぐため、あらかじめ必要なセキュリティグループを作成し、ロードバランサーに設定しま

す。

5.8.2 利用の流れ
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ロードバランサーサービス（nfv）を利用するために必要な手順について説明します。
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手順

5.8.3 負荷分散条件設定
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ロードバランサーの作成時または既存のロードバランサーに対して、負荷分散を行うトラフィックの条件を設定します。

負荷分散を行うトラフィックの条件として、フロントエンド側のポートとバックエンド側のポートとの通信方法を「リスナー」を

用いて設定します。

リスナーの作成／変更

ロードバランサーの作成時に、以下の項目を設定してリスナーを作成します。また、既存のロードバランサー名を指定す

ると、リスナーの新規追加または変更ができます。

リスナーには、HTTPS通信やSSL通信を利用するためのSSL証明書を指定することができます。

SSL証明書を使用するには、鍵管理機能またはロードバランサー(nfv)で使用するサーバ証明書の登録の手順にて事

前に証明書を登録しておく必要があります。なお、秘密鍵は、パスフレーズを用いて復号化したものを登録してください。

表 169 : リスナー設定項目一覧

項目 説明 必須

リスナー名 リスナーを識別するための名称

プロジェクト内で一意の必要があります。

◯

リスナータイプ 用途に合わせて以下の2タイプから選択

• public：インターネットからのトラフィックを負荷分散

• internal：プライベートネットワーク内だけで負荷分散

◯

負荷分散条件 トラフィックに対して分散処理を行う負荷分散条件 ◯
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項目 説明 必須

負荷分散アルゴリズム 仮想サーバへの負荷分散アルゴリズム

以下のどちらかを選択します。

• ラウンドロビン

• 最小コネクション

◯

セッション維持ポリシー 仮想サーバへの負荷分散におけるセッション維持方法

以下のどちらかを選択します。

• コネクション単位

• Cookie 方式

• セッション維持は、リスナープロトコルに TCP／HTTP／HTTPS
を指定した場合にだけ適用できます。

• セッション維持時間は90秒です。

◯

プロトコル フロントエンド側で待ち受ける通信プロトコル 
バックエンド側の通信プロトコルは、フロントエンド側と同じ通信プロトコ

ルが使用されます。 

以下の組み合わせが指定できます。 
• HTTP-HTTP
• HTTPS-HTTP ※
• UDP-UDP
• TCP-TCP
• TLS-TCP ※

※：サポートするSSLプロトコルおよびSSL暗号スイートについては、

暗号化スイート一覧を参照してください。リスナーにサーバ証明書を登

録することでロードバランサー側で HTTPS／SSL 通信の暗号処理

を実施します。

ロードバランサーは、通信時にコネクションを生成します。コネクションの

タイマーは以下のとおりです。

• UDP：90秒

• UDP以外：3600秒

タイムアウトすると、対象のコネクションが解放されて通信が切断され

ます。

◯

フロントエンド側ポート番号 フロントエンドのポート番号（1～65535） ◯

バックエンド側ポート番号 分散先仮想サーバのポート番号（1～65535） ◯

SSL証明書ID 鍵管理機能に登録したサーバ証明書のID

ヒント

1つのリスナーに指定できるサーバ証明書は1つだけです。

サーバ証明書を鍵管理機能に登録する方法は、ロードバ

ランサー(nfv)で使用するサーバ証明書の登録を参照して

ください。
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5.8.4 負荷分散対象の追加／削除
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ロードバランサーに到達したトラフィックの負荷を分散するために、負荷分散対象の仮想サーバを追加、または削除しま

す。

負荷分散対象仮想サーバの追加

負荷分散の対象とする仮想サーバを追加します。複数の仮想サーバを指定すると、まとめて登録できます。負荷分散

対象の仮想サーバを追加する前に、対象の仮想サーバを起動しておく必要があります。

注

すでに登録されている仮想サーバのIPアドレスを変更した場合、それらの仮想サーバは負荷分散の対象には

なりません。

以下のような仮想サーバのIPアドレスの変更を伴う操作をした場合、対象の仮想サーバを分散先から削除

し、再度追加してください。

操作例：

• DHCPが有効な状態での、分散先の仮想サーバの再起動

• DHCPが無効な状態での、利用者操作による分散先の仮想サーバのIPアドレス変更

負荷分散対象仮想サーバの削除

すでに負荷分散の対象として組み込まれている仮想サーバを削除します。複数の仮想サーバを指定すると、まとめて削

除できます。

注

複数の仮想サーバが登録されている状態で、一部の仮想サーバの削除に失敗した場合は、一度すべての

仮想サーバを削除してから再度追加してください。

5.8.5 負荷分散対象の異常監視
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

負荷分散対象となっている仮想サーバに対して、ヘルスチェックを行う条件を設定します。

注

異常監視により負荷分散対象から仮想サーバが切り離されたとしても、既に確立済みのコネクションの通信

は、同じ仮想サーバへ振り分けられます。

負荷分散対象仮想サーバのヘルスチェック条件設定

負荷分散対象の仮想サーバが正常に応答しているかをチェックする条件として、以下の項目を設定します。

表 170 : ヘルスチェック条件項目一覧

項目 説明 必須

方式 負荷分散対象の仮想サーバを監視する方式（「protcol:port[url]」の

形式）

以下のどれかを選択します。

• protocol：ping、またはHTTPのどちらかを指定

• port：1～65535の範囲

• url：URLパスを指定（省略可能）

◯
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項目 説明 必須

インターバル（秒） ヘルスチェックを行う間隔（1～99999） ◯

タイムアウト（秒） ヘルスチェックの応答を待つタイムアウト時間（1～99999）

ヒント

「インターバル（秒）」より小さい値を指定してください。

◯

異常連続検出しきい値（回数） 対象仮想サーバが故障したと判断し、負荷分散対象から除外する

ヘルスチェック連続失敗回数（1～99999）

◯

5.8.6 暗号化スイート一覧
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

本サービスでサポートする暗号化スイート一覧は以下です。

表 171 : サポートする暗号化スイート一覧

cipher suite TLS v1 TLS v1.1 TLS v1.2 SSL v3

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA256

◯

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

◯

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ◯ ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_
CBC_SHA

◯ ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_
CBC_SHA256

◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_
CBC_SHA

◯ ◯
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第 29 章

5.9 ロードバランサーサービス（lbaas）

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

複数の仮想サーバでトラフィックを分散して処理するためのロードバランサーを提供します。

• 機能概要

• 提供機能

• 利用の流れ

• 設定項目

• 暗号化スイート一覧

5.9.1 機能概要
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ロードバランサーをネットワーク内に作成することで、仮想サーバへのトラフィックを分散して処理できます。ロードバラン

サーの構成要素は、以下のとおりです。

図 73 : ロードバランサーの構成要素

表 172 : ロードバランサーの構成要素

項目 説明

リスナー（負荷分散条件） ロードバランサーは複数のポートに対するリクエストをリッスンできます。それぞれ

のポートはリスナーに指定します。
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項目 説明

L7ポリシー（負荷分散条件） L7ポリシーには、レイヤー7の情報（URLなど）に基づいたトラフィックの負荷分

散条件を定義できます。条件に一致するリクエストを、指定したプールまたは

URLへリダイレクトできます。

プール（負荷分散条件） プールは、メンバーとヘルスモニターを管理します。

メンバー（負荷分散対象） メンバーは、ロードバランサーのバックエンド側でトラフィックを処理する仮想サー

バです。各メンバーがトラフィックを処理するためのIPアドレスとポート番号は、

プールによって管理されます。

ヘルスモニター（負荷分散対象の異

常監視）

メンバーは適時オフラインになることがあります。ヘルスモニターは、正常に応答

しないメンバーにトラフィックが振り分けられないようにします。ヘルスモニターは

プールに関連付けられます。

5.9.2 提供機能
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]
• ロードバランサー

• 負荷分散条件（リスナー／プール）

• 負荷分散条件（L7ポリシー）

• 負荷分散対象（メンバー）

• 負荷分散対象の異常監視（ヘルスモニター）

5.9.2.1 ロードバランサー
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ロードバランサーをネットワーク内に作成すると、仮想サーバへのトラフィックを分散して処理できます。

負荷分散の用途に合わせて、ロードバランサーを作成・構築します。

• 作成したロードバランサーに以下を設定することで、ロードバランサーの挙動を定義できます。

• 負荷分散条件（リスナー／プール）

• 負荷分散条件（L7ポリシー）

• 負荷分散対象（メンバー）

• 負荷分散対象の異常監視（ヘルスモニター）

• ロードバランサーのセキュリティは、負荷分散条件に合わせて自動的に作成されます。

• ロードバランサーに障害が発生した場合、オートフェイルオーバによって復旧します。

• ロードバランサーが負荷分散対象サーバからの応答を待つ最長時間（タイムアウト値）は50秒（固定）です。

• トラフィックの統計情報（コネクション数、総送信バイト数、総受信バイト数など）を取得できます。

注

• ロードバランサーは、TCPで送信したパケットに対するICMPエラー通知を受信できません。そのため、Path
MTU Discoveryは動作しません。

• オートフェイルオーバが発生、または完了した場合は、対象リソースが所属するプロジェクトの全体管理者に

メールで通知されます。通知メールの詳細については、「オートフェイルオーバ通知メッセージ」のロードバラン

サーサービス（lbaas）を参照してください。

• ロードバランサーを削除する前に、グローバルIPの割当てを解除してください。実施せずに別のロードバラン

サーにそのグローバルIPを割り当てた場合、正常に通信ができない恐れがあります。
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ヒント

• ロードバランサーの設定項目については、設定項目を参照してください。

• ロードバランサーの制限値については、制限値を参照してください。

• ロードバランサーがバックエンドのメンバーと通信するためのポート情報は、Show port details、またはList
portsで参照できます。

5.9.2.2 負荷分散条件（リスナー／プール）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

負荷分散の対象トラフィックに対する、ロードバランサーの挙動を定義します。

リスナー

負荷分散の対象のトラフィックの条件を定義します。

• ロードバランサーの作成時に作成します。

• 既存のロードバランサーには、リスナーの新規追加または変更ができます。

• ロードバランサーが待ち受ける、フロントエンド側のポート番号を指定できます。

• フロントエンド側とバックエンド側に指定できる通信プロトコルの組合せは以下です。

表 173 : 通信プロトコルの組合せ

設定値 フロントエンド バックエンド

HTTP HTTP HTTP

TERMINATED_HTTPS ※1 HTTPS HTTP

HTTPS HTTPS HTTPS

TCP TCP TCP

※1: サポートするSSLプロトコルおよびSSL暗号スイートについては、暗号化スイート一覧を参照してください。

• リスナーには、HTTPS通信を利用するためのSSL証明書を指定します。

注

SSL証明書を使用するには、ロードバランサー(lbaas)で使用するサーバ証明書の登録を参照して事前に

証明書を登録しておく必要があります。

• 秘密鍵の作成時に、パスフレーズを設定しないでください。

• SSL証明書のURLには、鍵情報コンテナの作成API（Create a container）のレスポンスパラメーター

（container_ref）のURLを指定してください。

• 通信プロトコルにはTERMINATED_HTTPS（IaaSポータルではHTTPS-HTTP）を指定してください。

• メンバーにトラフィックを送信する際、以下のHTTPヘッダーを挿入できます。

• X-Forwarded-For

クライアントのIPアドレスを記録するために使用します。

• X-Forwarded-Port

クライアントがロードバランサーへの接続に使用したポートを記録するために使用します。

• リスナーごとにトラフィックの統計情報（コネクション数、総送信バイト数、総受信バイト数など）を取得できます。

ヒント

リスナーの設定項目については、設定項目を参照してください。
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プール

負荷分散の対象となったトラフィックを、どのような条件に基づいて負荷分散対象の仮想サーバへ振り分けるかを定義し

ます。

• リスナーの作成時に作成します。

• 1つのプールに作成できるポリシーは1つだけです。また、1つのリスナーに作成できるポリシーも1つだけです。

• 既存のリスナーには、プールの新規追加または変更ができます。

• 負荷分散アルゴリズムには、以下を指定できます。

表 174 : 負荷分散アルゴリズムの種類

項目 説明

ラウンドロビン トラフィックを均等に仮想サーバへ振り分けます。

最小コネクション コネクション数が少ない仮想サーバへ優先してトラフィックを振り分けます。

送信元アドレス 特定の送信元IPアドレスからのトラフィックを、特定の仮想サーバに振り分け

ます。

• プールには、セッションを維持するポリシーを適用できます。

このポリシーが適用された場合、以下のどれかの条件に基づき、同一クライアントからのトラフィックを常に同一仮想

サーバへ振り分けます。

• SOURCE_IP（送信元のIPアドレス）

• HTTP cookie（ロードバランサーが生成するcookie）

• APP cookie（負荷分散対象の仮想サーバが生成するcookie）

ヒント

• 「HTTP cookie」と「APP cookie」は、バックエンドの通信プロトコルがHTTPの場合だけ指定できます。

• 「APP cookie」の場合、cookieを保持するテーブルについて以下の点に注意してください。

• テーブルの最大エントリ数は10000です。これを超えるリクエストが発生した場合は、古い順に削除さ

れます。

• テーブルのサイズは変更できません。

• フェイルオーバ発生時にテーブルは引き継がれません。そのためフェイルオーバ発生時はセッションを維持

できません。

• セッションの有効期限はありません。有効期限の設定は変更できません。

ヒント

プールの設定項目については、設定項目を参照してください。

5.9.2.3 負荷分散条件（L7ポリシー）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

レイヤー7の情報（URLなど）に基づいて、トラフィックを負荷分散する条件を定義します。

L7ポリシー

複数のL7ルールをL7ポリシーとして定義します。

L7ポリシーは、L7ポリシーとして定義されたすべてのL7ルール（条件）にリクエストURLが一致するかどうかを確認します。

その結果に応じて、L7ポリシーは以下のように動作します。

• リクエストURLがL7ポリシー内のすべてのL7ルールに一致する場合は、リクエストURLに対して以下のいずれかのアク

ションを実行できます。

• REDIRECT_TO_POOL（指定したプールへ転送）
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• REDIRECT_TO_URL（指定したURLへリダイレクト）

• REJECT（拒否）

• リクエストURLがL7ポリシー内の一部のL7ルールにだけ一致した場合は、アクションは実行されません。

• リクエストURLがどのL7ポリシーにも一致しない場合は、リスナーに設定されているデフォルトのプールへ転送します。

L7ポリシーの優先順序

1つのリスナーに対して、複数のL7ポリシーを設定できます。その場合のL7ポリシーの順番は、L7ポリシーに設定されたア

クションと優先順序（Position）の数値に基づいて以下のように決まります。

順番 アクション 優先順序（Position）の数値

小さいREJECT

大きい

小さいREDIRECT_TO_URL

大きい

小さい

先

↓

↓

↓

後
REDIRECT_TO_POOL

大きい

ヒント

• L7ポリシーの設定項目については、設定項目を参照してください。

• L7ポリシーの利用方法については、Layer 7 Cookbookを参考にしてください。

L7ルール

L7ルールは、以下の要素を用いて条件を定義します。

• 比較対象となるL7情報には、以下のどれかを指定します。

• HOST_NAME（URLのホスト名）

• PATH（URLのパスの部分）

• FILE_TYPE（URLの末尾の「txt」や「jpg」などの拡張子）

• HEADER（keyパラメーターで指定したヘッダーフィールド）

• COOKIE（keyパラメーターで指定した名前付きcookie）

• 比較方法には、以下のどれかを指定します。

• REGEX（正規表現で比較）

• STARTS_WITH（先頭文字列が一致するかを比較）

• ENDS_WITH（末尾の文字列が一致するかを比較）

• CONTAINS（文字列が含まれているかを比較）

• EQUAL_TO（文字列と一致するかを比較）

• 比較する値を指定します。

ヒント

• L7ルールの設定項目については、設定項目を参照してください。

• L7ルールの利用方法については、Layer 7 Cookbookを参考にしてください。

5.9.2.4 負荷分散対象（メンバー）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ロードバランサーに到達したトラフィックを分散するために、負荷分散先の仮想サーバを追加／削除します。

負荷分散対象となる仮想サーバをプールに登録します。
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• 複数の仮想サーバをまとめて登録／削除できます。

• 1つの仮想サーバを複数のプールに登録できます。

• 負荷分散対象として登録した仮想サーバにヘルスチェックを実施できます。応答しない仮想サーバは、自動的に負荷

分散の対象から除外されます。

• メンバーのヘルスチェックに使用されるアドレス／ポートには、トラフィックの送受信に使用するものとは別のアドレス／

ポートを指定できます。

注

• 負荷分散対象とする仮想サーバは、事前に起動してください。

• 負荷分散対象として登録されている仮想サーバのIPアドレスを変更した場合、その仮想サーバは負荷分

散の対象外になります。必要に応じて、負荷分散対象として再登録してください。

ヒント

負荷分散対象（メンバー）の設定項目については、設定項目を参照してください。

5.9.2.5 負荷分散対象の異常監視（ヘルスモニター）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

負荷分散対象の仮想サーバに対して、条件に基づいたヘルスチェックを実施します。正常に応答しない仮想サーバは、

自動的に負荷分散の対象から除外されます。また、負荷分散の対象から除外された仮想サーバが正常に応答するよ

うになった場合は、自動的に負荷分散対象に組み込まれます。

ロードバランサーは、負荷分散対象の仮想サーバの状態変化（正常／異常）を通知しません。

負荷分散対象の仮想サーバの状態変化は、以下の方法で検知できます。

• ロードバランサーの詳細情報表示APIを実行し、operating_statusを確認します。

ロードバランサーの詳細情報表示API(Show Load Balancer details)
• 全てのプールメンバーと通信できなくなった場合：「ERROR」

• 特定のプールメンバーのみ通信できなくなった場合：「DEGRADED」

• 通信できなくなったプールメンバーは、以下のAPIを実行し、「ERROR」が表示されるメンバーです。

• プールメンバーの一覧API
プールメンバーの一覧表示API(List Members)

• プールメンバーの詳細情報APIのoperating_status
プールメンバーの詳細情報表示API(Show Member details)

ヒント

ヘルスチェック条件の設定項目については、設定項目を参照してください。

5.9.3 利用の流れ
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ロードバランサーサービスを利用するために必要な手順について説明します。
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手順

L7ポリシー／L7ルールを利用する場合は、追加で以下の手順が必要です。

5.9.4 設定項目
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ロードバランサーサービスに関する設定項目を以下に示します。

• ロードバランサー

• 負荷分散条件（リスナー）

• 負荷分散条件（プール）

• 負荷分散条件（L7ポリシー）

• 負荷分散条件（L7ルール）

• 負荷分散対象（メンバー）

• 負荷分散対象の異常監視（ヘルスモニター）

- 337 -



ロードバランサー

表 175 : ロードバランサーの作成に関する設定項目一覧

項目 値 必須

ロードバランサー名 ロードバランサーを識別するための名称

プロジェクト内で一意の必要があります。

説明 ロードバランサーの説明文

稼働状態 ロードバランサーの稼働状態

デフォルトは「true」です。

プロジェクト ロードバランサーの作成先プロジェクトID

仮想IP（VIP）のIPアドレス ロードバランサーに割り当てる仮想IPアドレス

ロードバランサーに割り当てられる仮想IPアドレスは一つだけです。

ロードバランサーがバックエンドのメンバーと通信するためのIPアドレス

は、本項目に指定された仮想IPアドレスからではなく、サブネット作

成時の設定項目である ”IPアドレス範囲” から払い出されます。な

お、バックエンドのメンバーと通信するためのIPアドレスは、Show port 
details、またはList portsで参照できます。

注

インターネットからのトラフィックを負荷分散する場合、サブ

ネットの接続先の仮想ルータに外部ネットワークを接続す

る必要があります。

仮想IP（VIP） 仮想IPアドレス

以下のどれかを指定します。

• 仮想IP（VIP）のネットワークID
• 仮想IP（VIP）のポートID
• 仮想IP（VIP）のサブネットID

注

仮想IP（VIP）のポートIDとして、事前に作成したVIPを指

定する場合、VIP作成時には必ずリクエストパラメータ "
device_owner" に "nuage:vip" を設定してください。設

定しない場合、Floating IP経由での通信ができません。

◯

負荷分散条件（リスナー）

表 176 : 負荷分散条件（リスナー）の作成に関する設定項目一覧

項目 値 必須

リスナー名 リスナーを識別するための名称

ロードバランサー内で一意の必要があります。

説明 リスナーの説明文
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項目 値 必須

稼働状態 リスナーの稼働状態

デフォルトは「true」です。

リスナーの作成先ロードバランサー リスナーの作成先ロードバランサーID ◯

プロトコル フロントエンド側とバックエンド側の通信プロトコルの組合せ

表 177 : 通信プロトコルの組合せ

設定値 フロントエンド バックエンド

HTTP HTTP HTTP

TERMINATED_HTTPS ※ HTTPS HTTP

HTTPS HTTPS HTTPS

TCP TCP TCP

※

• サポートするSSLプロトコルおよびSSL暗号スイートについては、暗

号化スイート一覧を参照してください。

• 通信プロトコルにTERMINATED_HTTPS（IaaSポータルでは

HTTPS-HTTP）を使用する場合、SSL証明書のURLを指定して

ください。

• サーバ証明書にはSubjectフィールドのCN値を設定してください。

なお、SubjectフィールドのCN値で利用可能な文字は、英数字、

ハイフン("-")、アンダーバー("_")、ピリオド(".")、アスタリスク("*")で
す。

◯

フロントエンド側ポート番号 ロードバランサーが待ち受けるフロントエンドのポート番号（1～

65535）

◯

HTTPヘッダー メンバーにトラフィックを送信するときに挿入するHTTPヘッダー

以下から複数を指定できます。

• X-Forwarded-For 
クライアントのIPアドレスを記録するために使用します。

• X-Forwarded-Port 
クライアントがロードバランサーへの接続に使用したポートを記録す

るために使用します。

最大接続数 リスナーが処理する最大コネクション数

2147483647までの値を指定できます。

デフォルトは「-1」（1000000コネクション）です。
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項目 値 必須

SSL証明書URL HTTPS通信を利用するためのサーバ証明書のURL

鍵情報コンテナの作成API（Create a container）のレスポンスパラ

メーター（container_ref）のURLを指定してください。

1つのリスナーに指定できるサーバ証明書は1つだけです。

ヒント

ロードバランサーのサーバ証明書を鍵管理機能に登録す

る方法は、ロードバランサー(lbaas)で使用するサーバ証

明書の登録を参照してください。

負荷分散条件（プール）

表 178 : 負荷分散条件（プール）の作成に関する設定項目一覧

項目 値 必須

プール名 プールを識別するための名称

説明 プールの説明文

稼働状態 プールの稼働状態

デフォルトは「true」です。

プールの作成先 プールの作成先

以下のどちらか一方を指定してください。

• リスナーID
• ロードバランサーID

◯

負荷分散アルゴリズム 仮想サーバに対する負荷分散のアルゴリズム

以下のどれかを指定できます。

• ROUND_ROBIN（ラウンドロビン方式） 
トラフィックを均等に仮想サーバへ振り分けます。

• LEAST_CONNECTIONS（最小コネクション方式） 
コネクション数が少ない仮想サーバへ優先してトラフィックを振り分け

ます。

• SOURCE_IP（送信元アドレス） 
特定の送信元IPアドレスからのトラフィックを、特定の仮想サーバに

振り分けます。

◯

バックエンドのプロトコル 負荷分散先の仮想サーバとの通信プロトコルです。以下の値を指定

できます。

• TCP
• HTTP
• HTTPS

注

リスナーに設定したプロトコルに対応するバックエンドのプロ

トコルを指定してください。

◯
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項目 値 必須

セッション維持ポリシー プールに適用するセッション維持ポリシー

このポリシーが適用された場合、以下のどれかの条件に基づき、同一

クライアントからのトラフィックを常に同一仮想サーバへ振り分けます。

• SOURCE_IP（送信元のIPアドレス）

• HTTP cookie（ロードバランサーが生成するcookie）

• APP cookie（負荷分散対象の仮想サーバが生成するcookie）

ヒント

• 「HTTP cookie」と「APP cookie」は、バックエンドの通

信プロトコルがHTTPの場合だけ指定できます。

• 「APP cookie」の場合、cookieを保持するテーブルに

ついて以下の点に注意してください。 
• テーブルの最大エントリ数は10000です。これを超え

るリクエストが発生した場合は、古い順に削除されま

す。

• テーブルのサイズは変更できません。

• フェイルオーバ発生時にテーブルは引き継がれません。

そのためフェイルオーバ発生時はセッションを維持でき

ません。

• セッションの有効期限はありません。有効期限の設定は

変更できません。

負荷分散条件（L7ポリシー）

表 179 : 負荷分散条件（L7ポリシー）の作成に関する設定項目一覧

項目 値 必須

名前 L7ポリシーを識別するための名称

説明 L7ポリシーの説明文

稼働状態 L7ポリシーの稼働状態

デフォルトは「true」です。

プロジェクト L7ポリシーの作成先プロジェクトID

L7ポリシーの作成先 L7ポリシーの作成先リスナーID ◯

アクション リクエストURLに対して実行する動作

以下のどれかを指定できます。

• REDIRECT_TO_POOL（指定したプールへ転送）

• REDIRECT_TO_URL（指定したURLへリダイレクト）

• REJECT（拒否）

◯

リダイレクト先URL リクエストURLの転送先のURL

アクションが「REDIRECT_TO_URL」の場合だけ有効です。
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項目 値 必須

リダイレクト先プール リクエストURLの転送先のプールID

アクションが「REDIRECT_TO_POOL」の場合だけ有効です。

L7ポリシーの優先順序 同一リスナー内でのL7ポリシーの優先順序

数値が小さいほど優先順序が先になります。

負荷分散条件（L7ルール）

表 180 : 負荷分散条件（L7ルール）の作成に関する設定項目一覧

項目 値 必須

稼働状態 L7ルールの稼働状態

デフォルトは「true」です。

プロジェクト L7ルールの作成先プロジェクトID

L7ルールの作成先 L7ルールの作成先L7ポリシーID ◯

比較対象の情報 L7ルールの比較対象となる情報

以下のどれかを指定できます。

• HOST_NAME（URLのホスト名）

• PATH（URLのパスの部分）

• FILE_TYPE（URLの末尾の「txt」や「jpg」などの拡張子）

• HEADER（keyパラメーターで指定したヘッダーフィールド）

• COOKIE（keyパラメーターで指定した名前付きcookie）

◯

比較方法 比較対象情報との比較方法

以下のどれかを指定できます。

• REGEX（正規表現で比較）

• STARTS_WITH（先頭文字列が一致するかを比較）

• ENDS_WITH（末尾の文字列が一致するかを比較）

• CONTAINS（文字列が含まれているかを比較）

• EQUAL_TO（文字列と一致するかを比較）

◯

比較方法の反転 比較方法の反転有無

「true」または「false」を指定します。

例えば、「true」の場合に「equal to」は「not equal to」になります。

キー 比較のために用いられるキー

例えば、クッキー名などを指定します。

値 比較に用いられる値 ◯

負荷分散対象（メンバー）

表 181 : 負荷分散対象（メンバー）の登録に関する設定項目一覧
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項目 値 必須

メンバー名 メンバーを識別するための名称

稼働状態 メンバーの稼働状態

デフォルトは「true」です。

IPアドレス メンバーのIPアドレス 
ロードバランサーのVIPアドレスと異なるサブネットのIPアドレスでも登

録可能です。また、VIPのサブネットと異なるサブネットの仮想サーバも

メンバーとして登録可能です。

◯

ポート番号 メンバーがトラフィックを送受信するポート番号 ◯

ウェイト値 メンバーがリクエストを受け取る比率（0～256）

デフォルトは「1」です。

例えば、ウェイトが10であるメンバーは、ウェイトが2であるメンバーの

5倍のリクエストを受け取ります。

ウェイトに「0」を指定しても、既存のコネクションがある場合はそのコネ

クションからのリクエストを継続して処理します。

ヘルスチェック用IPアドレス メンバーのヘルスチェックのためにヘルスモニターが使用するIPアドレス

ヘルスチェック用ポート番号 メンバーのヘルスチェックのためにヘルスモニターが使用するポート番号

負荷分散対象の異常監視（ヘルスモニター）

表 182 : 負荷分散対象の異常監視（ヘルスモニター）の作成に関する設定項目一覧

項目 値 必須

ヘルスモニター名 ヘルスモニターを識別するための名称

稼働状態 ヘルスチェックの稼働状態

デフォルトは「true」です。

ヘルスモニターの作成先プール ヘルスモニターの作成先プールID ◯

方式 負荷分散対象の仮想サーバを監視する方式

以下の値を指定できます。

• TCP
• HTTP
• HTTPS

ヒント

方式に「HTTP」、「HTTPS」以外を指定した場合は「

HTTPメソッド」、「チェックパス」、「想定する応答コード」の

項目は設定できません。

◯
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項目 値 必須

HTTPメソッド ヘルスチェックの実行に使用するHTTPリクエストメソッド

デフォルトは「GET」です。

ヒント

方式に「HTTP」、「HTTPS」以外を指定した場合はこの

項目は設定できません。

チェックパス ヘルスチェックの実行に使用するバックエンドのアクセスURL

デフォルトは「/」です。

ヒント

方式に「HTTP」、「HTTPS」以外を指定した場合はこの

項目は設定できません。

想定する応答コード ヘルスチェック成功時の応答コード

デフォルトは「200」です。

ヒント

方式に「HTTP」、「HTTPS」以外を指定した場合はこの

項目は設定できません。

タイムアウト（秒） ヘルスチェックの応答を待つ時間

秒単位で1～2147483647の値を指定できます。

ヒント

「インターバル（秒）」より小さい値を指定してください。

◯

正常連続検出しきい値（回数） 負荷分散先の仮想サーバが異常から正常に回復したと判断するた

めの、ヘルスチェックの連続成功回数

有効な値は1～10です。

◯

異常連続検出しきい値（回数） 負荷分散先の仮想サーバが故障したと判断するための、ヘルスチェッ

クの連続失敗回数

有効な値は1～10です。この設定を省略した場合は、正常連続検

出しきい値と同じ値が設定されます。

インターバル（秒） ヘルスチェックの実行間隔

秒単位で1～2147483647の値を指定できます。

◯

5.9.5 暗号化スイート一覧
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

本サービスでサポートする暗号化スイート一覧は以下です。

表 183 : サポートする暗号化スイート一覧

cipher suite TLS v1 TLS v1.1 TLS v1.2 SSL v3

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ◯
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cipher suite TLS v1 TLS v1.1 TLS v1.2 SSL v3

ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ◯

ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ◯

ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ◯

ECDHE-RSA-AES256-SHA ◯

ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ◯

DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ◯

DHE-RSA-AES256-SHA256 ◯

DHE-RSA-AES256-SHA ◯

DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA ◯

ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384 ◯

ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ◯

ECDH-RSA-AES256-SHA384 ◯

ECDH-ECDSA-AES256-SHA384 ◯

ECDH-RSA-AES256-SHA ◯

ECDH-ECDSA-AES256-SHA ◯

AES256-GCM-SHA384 ◯

AES256-SHA256 ◯

AES256-SHA ◯

CAMELLIA256-SHA ◯

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ◯

ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ◯

ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ◯

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ◯

ECDHE-RSA-AES128-SHA ◯

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA ◯

DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ◯

DHE-RSA-AES128-SHA256 ◯

DHE-RSA-AES128-SHA ◯

DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA ◯

ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256 ◯

ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ◯

ECDH-RSA-AES128-SHA256 ◯

ECDH-ECDSA-AES128-SHA256 ◯

ECDH-RSA-AES128-SHA ◯

ECDH-ECDSA-AES128-SHA ◯

AES128-GCM-SHA256 ◯

AES128-SHA256 ◯
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cipher suite TLS v1 TLS v1.1 TLS v1.2 SSL v3

AES128-SHA ◯

CAMELLIA128-SHA ◯
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第 30 章

5.10 ネットワークRBAC (Role-Based Access Control)

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

プロジェクト間でネットワークリソースを共有する機能を提供します。

ネットワークの共有を許可されたプロジェクトからは、そのネットワークに対してポートを追加したり、仮想サーバを配備したりでき

ます。

5.10.1 内部ネットワークの共有（access_as_shared）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

あるプロジェクトで作成した内部ネットワークをほかのプロジェクトと共有します。

以下のように内部ネットワークを共有することで、それぞれのプロジェクトからネットワークリソースを操作できるようになりま

す。

図 74 : 内部ネットワークの共有（access_as_shared）

RBACポリシーの作成

以下の項目を指定して、ネットワークのアクセスポリシーを作成してください。

表 184 : 設定項目

項目 Type 説明

action string RBACポリシーのアクション

「access_as_shared」を指定します。

object_id uuid objectタイプのID

ネットワークのuuidを指定します。

object_type string RBACポリシーを適用するオブジェクトのタイプ

「network」を指定します。「qos_policy」は利用できません。
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項目 Type 説明

target_tenant string RBACポリシーを適用するプロジェクトのID

共有するプロジェクトの数だけアクセスポリシーを作成します。ワイ

ルドカードは指定できません。

注

• プロジェクト間で共有されているネットワークへの仮想ルータの接続は、ネットワークを作成したプロジェクトで

実施してください。

ほかのプロジェクトで仮想ルータの接続をすると、ポートをデタッチできなくなります。その場合でも引き続き

サービスを利用できますが、サポートの対象外となります。

• 共有されているネットワークに対してポートを追加する場合は、プロジェクト間でIPアドレスが重複しないよう

にしてください。

• MACアドレスを指定したポートは、ネットワークの共有元のプロジェクトでしか作成できません。共有先のプ

ロジェクトではMACアドレスを指定したポートは作成しないでください。

• サブネットは、共有元のプロジェクトでしか作成できません。共有先のプロジェクトではサブネットは作成しな

いでください。

RBACポリシーの削除

不要になったRBACポリシーを削除します。

注

• 共有先のプロジェクトで作成されたポートが残っていると、RBACポリシーを削除できません。

共有元のプロジェクトでは、共有先のプロジェクトで作成されたポートも参照することができます。共有先の

プロジェクトで作成されたポートがないことを確認してからRBACポリシーを削除してください。
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第 6 章: データベース [東日本第1／
第2、西日本第1／第2]

トピック :

• 機能概要

• データベースの構築

• データベースの運用管理

[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

リレーショナルデータベース機能を搭載した仮想サーバを提供します。

ユーザーは、インターネット経由で本プラットフォームにアクセスすることによ

り、リレーショナルデータベースのセットアップ、運用を実行することができま

す。
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第 31 章

6.1 機能概要

6.1.1 データベースサービスとは
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

クラウドベースのリレーショナルデータベースのセットアップ、運用（スケーリング、バックアップなど）を容易に実行できるサービ

スです。物理的に分かれた環境間でのアクティブ 構成、スタンバイ構成、クラウドストレージへのバックアップ自動化によ

り、お客様の運用負担を軽減します。

利用者の期待効果

本サービスは必要なときだけ利用することができ、いつでもすぐにデータベース環境を活用できます。また、手間のかかる

運用はサービス側に任せられるため、利用者は業務アプリケーションの開発に専念できるようになります。

図 75 : データベースサービスの提供価値

提供されるデータベースエンジンについて

本サービスで提供されるデータベースエンジンについて、アプリケーションから見た互換性情報を示します。下表に含まれ

るプロダクト、およびバージョンレベルを想定したアプリケーションから利用します。

表 185 : データベースエンジン 互換性情報

プロダクト名 バージョン/レベル 備考

Enterprise Postgres 9.6 PostgreSQL 9.6相当

Symfoware Server 12.1 PostgreSQL 9.2相当
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第 32 章

6.2 データベースの構築

6.2.1 データベース仮想サーバの作成
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

リレーショナルデータベース環境を利用するために、データベース仮想サーバを作成します。作成する際、様々なデータ

ベース仮想サーバのタイプから、必要な性能に応じて選択でき、自動バックアップなどの設定もできます。

また、作成されるデータベース仮想サーバを基本として、性能、可用性、信頼性を向上させる機能も提供します。

図 76 : データベースサービスの全体像

データベース仮想サーバ設定

作成するデータベース仮想サーバを設定します。

• データベース仮想サーバ名

• データベース仮想サーバタイプの選択

表 186 : 提供する仮想サーバタイプ（フレーバー）一覧（スタンダードCPU）

タイプ名 仮想CPU数 メモリ(GB)

C-2 2 4

C-4 4 8

C-8 8 16

C-16 16 32

S-1 1 4

S-2 2 8

S-4 4 16

S-8 8 32

S-16 16 64
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タイプ名 仮想CPU数 メモリ(GB)

M-1 1 8

M-2 2 16

M-4 4 32

M-8 8 64

M-16 16 128

XM-4 4 128

LM-1 1 16

LM-2 2 32

LM-4 4 64

LM-8 8 128

L-12 12 128

L-24 24 128

表 187 : 提供する仮想サーバタイプ（フレーバー）一覧（ハイスピードCPU）

タイプ名 仮想CPU数 メモリ(GB)

C2-2 2 4

C2-4 4 8

C2-8 8 16

C2-16 16 32

S2-1 1 4

S2-2 2 8

S2-4 4 16

S2-8 8 32

S2-16 16 64

M2-1 1 8

M2-2 2 16

M2-4 4 32

M2-8 8 64

M2-16 16 128

XM2-4 4 128

LM2-1 1 16

LM2-2 2 32

LM2-4 4 64

LM2-8 8 128

L2-12 12 128

L2-24 24 128
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• 配備するアベイラビリティゾーン名

• DBサブネットグループの指定

• DBパラメーターグループの指定

データ領域の設定

データ領域として利用するディスク容量、およびディスクタイプを指定します。

データ領域として利用できるディスク容量は、10GB～10TBです。

ヒント

データ領域として利用するディスクの容量には、以下が含まれます。

• PostgreSQLデータベースのユーザーデータ領域

• PostgreSQLデータベースのシステムデータ領域

• エンジンログ領域

• トランザクションログ領域

• ソートなどの一時ファイル

ディスクタイプは以下のタイプから選択します。

表 188 : ディスクタイプ一覧

タイプ 用途

標準（M1タイプ） • ファイルの読書きが頻繁に発生するアプリケーションデータを配置する場合

• サイズの大きなデータファイルを多く扱う場合

ヒント

データベース仮想サーバの作成や容量変更などのAPIにおいて、ブロックストレージのタイプには必ず「M1」を

指定してください。

冗長化設定

待機系データベース仮想サーバを作成します。

• マルチDBオプション（有効または無効）

• マルチAZオプション（有効または無効）

表 189 : 冗長化設定の組み合わせ

マルチDBオプション

無効 有効

補足

マルチAZオプション 無効 ◯ ◯ マルチDBオプションの設定に従って、同一アベイラビ

リティゾーン内に、待機系データベース仮想サーバが

作成される

注

リージョンにアベイラビリティゾーンが1つし

か存在しない場合、必ず「無効」を指定

してください。
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マルチDBオプション

無効 有効

補足

有効 × ◯ 別のアベイラビリティゾーンに、待機系データベース仮

想サーバが作成される

注

マルチAZオプションが「有効」の場合、マ

ルチDBオプションも「有効」を指定してく

ださい。

待機系データベース仮想サーバが作成されたあとは、主系から待機系へ同期的にデータが複製されるようになり、データ

の冗長性を確保します。

複製されるのは、データベース仮想サーバに接続されたデータ領域単位のデータです。

待機系からの読出しを行うことはできません。

注

同期的に複製が行われるため、冗長化設定が無効の場合に比べ、書込み性能に影響が出る可能性があ

ります。

自動バックアップ設定

自動バックアップを設定すると、日次でのデータベース仮想サーバのデータ、設定ファイルのフルバックアップが行われます。

設定可能な項目は以下のとおりです。

表 190 : 自動バックアップの設定項目

項目 説明

バックアップを行う時間帯 特定の時刻をバックアップ開始時間として指定する（

UTCで指定する）

バックアップ保持期間 0～10（日）の範囲で指定する。0を指定した場合、自動

バックアップは行わない

自動メンテナンス設定

自動メンテナンスを設定すると、週次でのメンテナンス（再起動が必要なデータベース仮想サーバの設定変更）が行われ

ます。また、自動メンテナンスを実施する・しないの設定も可能です。

設定可能な項目は以下のとおりです。

表 191 : 自動メンテナンスの設定項目

項目 説明

メンテナンスを行う時間帯 特定の時刻をメンテナンス開始時間として指定する（

UTCで指定する）

自動メンテナンス実施設定 自動メンテナンスを実施する、またはしないを指定する

なお、自動メンテナンスでは、セキュリティアップデートやソフトウェアのパッチ適用は実施されません。パッチ適用を実施す

る際には、データベース仮想サーバのパッチ適用を参照してください。

注

メンテナンスが実施されている間（約10分）はDBを利用できません。
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アクセス制御

セキュリティグループ機能により、データベース仮想サーバへのアクセスを制御します。

データベース設定

データベース管理用マスタユーザー、文字コードなどを設定します。

表 192 : データベース設定項目

項目 説明

マスタユーザー名 データベース管理用ユーザー名を指定する

マスタユーザーパスワード データベース管理用ユーザーのパスワードを指定する

データベース接続用ユーザーのリスト ユーザー名、パスワード、そのユーザーが接続可能なデー

タベース名をリスト形式で指定する

文字コード データベースの文字コードを指定する

注意事項

• データベース仮想サーバの管理はシステムが行うため、データベース仮想サーバ自身にSSHやリモートデスクトップを

使ってログインすることはできません。

• データベース仮想サーバへのTCPタイムアウト値は1時間です。この値は変更できません。

• データベースサービスでは、データベースエンジンのチェックサム機能が有効化されています。

• データベースにはFQDNでアクセスしてください。

6.2.2 DBサブネットグループ
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

データベース仮想サーバを配備して制御するためのネットワーク情報を、DBサブネットグループとして作成します。データ

ベースの可用性を確保するため、複数のアベイラビリティゾーンに存在する2つ以上のサブネットを登録します。

注

DBサブネットグループに登録するサブネットは、事前に作成しておく必要があります。

DBサブネットグループの作成

以下のパラメーターを指定して、DBサブネットグループを作成します。

表 193 : DBサブネットグループの作成 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

DBサブネットグループID DBサブネットグループのIDを指定する。省略するとランダムな文字列

が設定されます。

指定可能な文字については以下の仕様となる

• 英数字およびハイフンを使用する

• 先頭文字は英字とする

• ハイフンは文字列の末尾には使用できない

• ハイフンは2つ以上連続して使用できない

• 1文字以上63文字以内で入力する
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項目 説明 必須

DBサブネットグループ名 DBサブネットグループを識別するための名称を指定する。

指定可能な文字については以下の仕様となる

• 英数字およびハイフンを使用する

• 先頭文字は英字とする

• ハイフンは文字列の末尾には使用できない

• ハイフンは2つ以上連続して使用できない

• 1文字以上255文字以内で入力する

◯

サブネットのリスト DBサブネットグループに登録するサブネットを、リスト形式で指定する

注

指定するサブネットは、以下の条件を満たす必要がありま

す。

• サブネットを2つ以上指定する

• 指定したそれぞれのサブネットは、異なるアベイラビリティ

ゾーンに属している

◯

説明 DBサブネットグループの説明文を指定する

DBサブネットグループの一覧取得

プロジェクト内のDBサブネットグループの一覧を取得します。

DBサブネットグループの情報参照

プロジェクト内のDBサブネットグループのIDを指定して、登録されているサブネットなどの情報を参照します。

DBサブネットグループの変更

プロジェクト内のDBサブネットグループのIDを指定して、以下の設定内容を変更します。

表 194 : DBサブネットグループの変更 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

DBサブネットグループID DBサブネットグループのIDを指定する。省略するとランダムな文字列

が設定されます。

指定可能な文字については以下の仕様となる

• 英数字およびハイフンを使用する

• 先頭文字は英字とする

• ハイフンは文字列の末尾には使用できない

• ハイフンは2つ以上連続して使用できない

• 1文字以上63文字以内で入力する
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項目 説明 必須

DBサブネットグループ名 DBサブネットグループを識別するための名称を指定する。

指定可能な文字については以下の仕様となる

• 英数字およびハイフンを使用する

• 先頭文字は英字とする

• ハイフンは文字列の末尾には使用できない

• ハイフンは2つ以上連続して使用できない

• 1文字以上255文字以内で入力する

サブネットのリスト DBサブネットグループに登録するサブネットを、リスト形式で指定する

注

指定するサブネットは、以下の条件を満たす必要がありま

す。

• サブネットを2つ以上指定する

• それぞれのサブネットは、異なるアベイラビリティゾーンに

属している

説明 DBサブネットグループの説明文を指定する

DBサブネットグループの削除

プロジェクト内のDBサブネットグループのIDを指定して、不要となったDBサブネットグループを削除します。

注

DBサブネットグループを削除しても、登録されているサブネットは削除されません。

6.2.3 DBパラメーターグループ
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

DBパラメーターグループとは、データベース仮想サーバの作成時にデータベースエンジンに対して、各種パラメーターを設

定する機能です。

指定可能なパラメーターは利用するデータベースエンジンとバージョンに依存するため、DBパラメーターグループを作成し

たあと、その配下に作成されるパラメーター群を変更して、チューニングします。

DBパラメーターグループの作成

以下のパラメーターを指定して、DBパラメーターグループを作成します。

表 195 : DBパラメーターグループの作成 指定可能項目一覧

項目 説明 必須

パラメーターグループファミリー データベースエンジンとバージョンで決定されるパラメーターグループの

種類を指定する。

以下の値が指定可能

• enterprisepostgres_v9.6
• symfoware_v12.1

◯
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項目 説明 必須

DBパラメーターグループID DBパラメーターグループのIDを指定する。省略するとランダムな文字

列が設定されます。

指定可能な文字については以下の仕様となる

• 英数字およびハイフンを使用する

• 先頭文字は英字とする

• ハイフンは文字列の末尾に使用できない

• ハイフンは2つ以上連続して使用できない

• 1文字以上63文字以内で入力する

DBパラメーターグループ名 DBパラメーターグループを識別するための名称を指定する。

指定可能な文字については以下の仕様となる

• 英数字およびハイフンを使用する

• 先頭文字は英字とする

• ハイフンは文字列の末尾に使用できない

• ハイフンは2つ以上連続して使用できない

• 1文字以上255文字以内で入力する

◯

説明 DBパラメーターグループの説明文を指定する

DBパラメーターグループの一覧取得

プロジェクト内のDBパラメーターグループの一覧を取得します。

DBパラメーターグループの情報参照

プロジェクト内のDBパラメーターグループのIDを指定して、DBパラメーターグループの詳細情報を参照します。データベー

スに指定可能なパラメーターについては、以下の項目形式で参照します。

表 196 : 参照可能な個々のパラメーター項目

項目 説明

パラメーター名 指定可能なパラメーター名を参照する

パラメーター値 パラメーター名に対応する現在の設定値を参照する

パラメーター値の範囲 パラメーター値のとりうる範囲を参照する

パラメーターの適用方法 パラメーター値が適用されるタイミングを参照する。

タイミングには以下の種類がある

• immediate：即時適用

• reboot：データベース仮想サーバの再起動時に適用

パラメーターのデータ型 パラメーター値のデータ型（例：Integer、String）を参照する

説明 パラメーターの説明を参照する

変更可能フラグ パラメーター値が変更可能かを参照する。

「FALSE」となっているものは変更できない

パラメーターがサポートされた最初

のバージョン

パラメーターグループファミリーにおいて、そのパラメーターがサポートされた最も古い

バージョンが何かを参照する
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項目 説明

デフォルト値のソース デフォルトの値がどこから設定されているかを参照する

• engine：データベースエンジンから提供されたデフォルト値

• system：IaaSシステムとして設定されたデフォルト値

DBパラメーター値の変更

データベースに設定するパラメーター値を変更するには、変更したいパラメーターをDBパラメーターグループに設定し

て、DBパラメーターグループ情報を変更します。個々のパラメーターだけ指定して変更することはできません。

一度のリクエストで変更可能なパラメーターは最大20個です。

表 197 : 個々のパラメーターに対して変更可能な項目

項目 説明

パラメーター名 値を変更したいパラメーターを指定する。DBパラメーターグループの情報参照で

指定した「パラメーター名」を指定する

パラメーター値 変更したいパラメーター値を指定する。DBパラメーターグループの情報参照で指

定した「パラメーター範囲」内の値を指定する

パラメーターの適用方法 パラメーター値が適用されるタイミングを指定する。

タイミングには以下の種類がある

• immediate：即時適用

• pending-reboot：データベース仮想サーバの再起動時に適用

DBパラメーターグループの削除

プロジェクト内のDBパラメーターグループのIDを指定して、不要となったDBパラメーターグループを削除します。
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第 33 章

6.3 データベースの運用管理

6.3.1 データベースの運用操作
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

データベース仮想サーバ稼働後の運用に関する機能を提供します。

データベース設定変更

データベース仮想サーバ作成時に設定した内容を、あとから変更できます。以下の表に示すとおり、変更内容を反映す

るために、データベース仮想サーバの再起動が必要となる場合があります。

表 198 : 変更可能な設定項目

設定項目 説明 データベース仮想サーバ再起動の必

要性

データベースエンジンのバージョン データベースエンジンのバージョンを変

更する

必要

データベース仮想サーバタイプ データベース仮想サーバのタイプを変

更する

必要

データベース容量の拡張、ディスクタイ

プ変更

データブロックストレージの容量を追

加、またはディスクタイプを変更する

必要

冗長化設定 データベース仮想サーバの冗長化状

態を変更する

不要

セキュリティグループ設定 データベース仮想サーバに設定されて

いるセキュリティグループ情報を変更

する

不要

自動バックアップ実行時間帯 自動バックアップを実施する時間帯を

変更する

不要

バックアップ保持期間 バックアップの保持期間を変更する 不要

自動メンテナンス実施設定 自動メンテナンスを実施する、しない

を変更する

不要

自動メンテナンス実行時間帯 自動メンテナンスを実施する時間帯

を変更する
不要

設定の変更は不要ですが、メンテナ

ンスの実行時には再起動されます。

自動マイナーバージョンアップグレード 自動でデータベースエンジンのマイナー

バージョンをアップグレードする、しない

を変更する

不要

設定の変更は不要ですが、アップグ

レードの実行時には再起動されま

す。

データベース仮想サーバの起動／停止／再起動

データベース仮想サーバの起動、停止、および再起動を行います。再起動する場合、冗長化設定が有効か無効かに

よって動作が異なります。

• 冗長化設定が「有効」の場合
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フェイルオーバを経由して、再起動を行います。

• 冗長化設定が「無効」の場合

通常の再起動を行います。（10分程度の停止）

データベース仮想サーバのパッチ適用

データベースエンジンのパッチやセキュリティアップデートがリリースされた場合に、パッチ適用を実施できます。パッチ適

用には、データベース仮想サーバの再起動が必要です。再起動時のパラメーターなどについては、APIリファレンス

（Application Platform Service編） 「データベース仮想サーバの再起動」を参照してください。

データベース仮想サーバの削除

以下のアクションを指定し、データベース仮想サーバを削除します。

• 削除前にDBスナップショットを作成する

削除直前のデータベースサーバの状態からリストアして、新しくデータベースサーバを作成できます。

• そのまま削除する

監視設定

データベース仮想サーバのリソースを監視します。OSレベルの監視およびデータベースエンジン内リソースを監視できま

す。

各監視項目に対するしきい値の設定、およびしきい値を超えた場合のアクション（メール送信）を設定します。

表 199 : 監視設定項目

項目 説明

監視間隔 10分間

最新 1時間、3時間、6時間、9時間、12時間、1日間（デフォルト）、3日間、1週

間

表示期間

カスタム 過去1週間の中から任意の1～7日間

モニタリング項目 • CPU使用率

• DBコネクション数

• 空きディスク容量

• 空きメモリ容量

• 1秒当たりのディスクI/O操作の平均数（読込み回数、書込み回数）

• ディスクIOのキュー数（読込み要求、書込み要求）

• リードレプリカのマスタとの遅延時間

• バイナリログサイズ

• 1秒当たりのディスク読込みバイト数、書込みバイト数の平均値

• ディスクI/O操作ごとにかかった時間の平均量（読込み、書込み）

• スワップ領域の使用量

ログのモニタリング

PostgreSQLのエンジンログを参照します。

注

ログは1日でローテートされ、72時間分保持されます。
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リードレプリカの作成

データベース参照時の負荷分散を目的とした、リードレプリカを作成します。

注

冗長化設定とは異なり、データはリードレプリカ作成元から非同期で複製されます。そのため、参照SQL文の

結果として古いデータが見える可能性があります。

DBスナップショット管理

データベース仮想サーバから任意の時点でDBスナップショットを作成し、そのDBスナップショットから新たなデータベース仮

想サーバを作成できます。DBスナップショットに関する以下の機能を提供します。

• DBスナップショットの作成

• DBスナップショットの一覧表示

• DBスナップショットの情報表示

• DBスナップショットの複製

• DBスナップショットの削除

イベント通知設定

データベース仮想サーバで発生するイベントに対して、通知（メール）を受け取る設定ができます。

表 200 : イベント一覧

ソースタイプ イベント種別 説明

availability データベース仮想サーバの起動、停止、再起動（

failoverオプションによる再起動を含む）

backup DBスナップショットの作成、自動バックアップの開始または

完了

configuration change データベース仮想サーバの変更

creation データベース仮想サーバの作成

deletion データベース仮想サーバの削除

failover フェイルオーバの開始または完了

failure DBパラメーターグループのパラメーター値が異常の場合

low storage 割り当てられたストレージが80％を超えた場合

maintenance データベース仮想サーバのセキュリティアップデートまたはマ

イナーバージョンアップ

recovery データベース仮想サーバの復旧

restoration ポイントインタイムまたはDBスナップショットからのデータ

ベース仮想サーバの復旧

db-instance

read replica リードレプリカ

creation DBスナップショットの作成、自動バックアップの作成

deletion DBスナップショットの削除

notification DBスナップショットの複製

db-snapshot

restoration DBスナップショットからのデータベース仮想サーバの復旧
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透過的データ暗号化

透過的データ暗号化機能を使用すると、データベースに格納するデータを暗号化することができます。詳細はデータベー

スサービスユーザーズガイドを参照してください。

6.3.2 利用可能なコマンド・SQL文について
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

データベースサービスにおいて利用可能なクライアントコマンドである、SQL文範囲について説明します。

クライアントコマンド

本データベースサービスで利用可能なコマンドを、以下に示します。

各クライアントコマンドの詳細については、「PostgreSQL文書」の「PostgreSQLクライアントアプリケーション」を参照し

てください。

表 201 : 利用可能なクライアントコマンド 一覧

コマンド名 用途

clusterdb データベースをクラスタ化（テーブルをインデックス情報に基づいて物理的に並べ替え）す

る

createdb 新しいデータベースを作成する

注

-Eオプションは指定できません。

createuser 新しいユーザーアカウントを定義する

dropdb データベースを削除する

dropuser ユーザーアカウントを削除する

ecpg 埋め込みSQL用Cプリプロセッサを使用する

ecobpg 埋め込みSQL用COBOLプリプロセッサを使用する（※）

pgbench データベースに対してベンチマーク試験を行う（※）

pg_config インストールしたバージョンの情報を提供する

pg_dump データベースを、スクリプトファイルまたはほかのアーカイブファイルへ抽出する

pg_dumpall データベースクラスタをスクリプトファイルへ抽出する

pg_isready サーバの接続状態を検査する（※）

pg_recvlogical ストリームの論理デコードを制御する（※）

pg_restore pg_dumpによって作成されたアーカイブファイルから、データベースをリストアする

psql コマンドを対話的に実行する

reindexdb データベースのインデックスを再作成する

vacuumdb データベースの不要領域の回収と解析を行う

※：データベースエンジンがSymfoware Serverの場合は使用できません。
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SQL文

本データベースサービスで利用可能なSQL文を、以下に示します。

各SQL文の構文については、「PostgreSQL文書」の「SQLコマンド」を参照してください。

表 202 : 利用可能なSQL文 一覧

SQL文 用途

ABORT 現在のトランザクションをアボートする

ALTER AGGREGATE 集約関数定義を変更する

ALTER COLLATION 照合順の定義を変更する

ALTER CONVERSION 変換の定義を変更する

ALTER DATABASE データベースを変更する（※1）

ALTER DEFAULT 
PRIVILEGES

デフォルトのアクセス権限を定義する

ALTER DOMAIN ドメイン定義を変更する

ALTER EVENT 
TRIGGER

イベントトリガの定義を変更する（※2）

ALTER EXTENSION 拡張の定義を変更する

ALTER FOREIGN 
TABLE

外部テーブルの定義を変更する（※2）（※3）

ALTER FUNCTION 関数定義を変更する（※1）

ALTER GROUP ロールの名前またはメンバー資格を変更する

ALTER INDEX インデックス定義を変更する

ALTER LARGE 
OBJECT

ラージオブジェクトの定義を変更する

ALTER 
MATERIALIZED VIEW

マテリアライズドビューの定義を変更する（※2）

ALTER OPERATOR 演算子の定義を変更する

ALTER OPERATOR 
CLASS

演算子クラスの定義を変更する

ALTER OPERATOR 
FAMILY

演算子族の定義を変更する

ALTER POLICY 行単位のセキュリティポリシーの定義を変更する（※2）

ALTER ROLE データベースロールを変更する（※1）

ALTER RULE ルールの定義を変更する（※2）

ALTER SCHEMA スキーマ定義を変更する

ALTER SEQUENCE シーケンスジェネレーターの定義を変更する

ALTER SERVER 外部サーバの定義を変更する（※2）（※3）

ALTER TABLE テーブル定義を変更する

ALTER TABLESPACE テーブル空間の定義を変更する
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SQL文 用途

ALTER TEXT SEARCH 
CONFIGURATION

テキスト検索設定の定義を変更する

ALTER TEXT SEARCH 
DICTIONARY

テキスト検索辞書の定義を変更する

ALTER TEXT SEARCH 
PARSER

テキスト検索パーサの定義を変更する

ALTER TEXT SEARCH 
TEMPLATE

テキスト検索テンプレートの定義を変更する

ALTER TRIGGER トリガ定義を変更する

ALTER TYPE 型定義を変更する

ALTER USER データベースロールを変更する

ALTER USER 
MAPPING

ユーザーマップの定義を変更する（※2）（※3）

ALTER VIEW ビュー定義を変更する

ANALYZE データベースに関する統計を集計する

BEGIN トランザクションブロックを開始する

CHECKPOINT トランザクションログのチェックポイントを強制的に実行する

CLOSE カーソルを閉じる

CLUSTER インデックスに従ってテーブルをクラスタ化する

COMMENT オブジェクトのコメントを定義する、または変更する

COMMIT 現在のトランザクションをコミットする

COMMIT PREPARED 二相コミット用に事前に準備されたトランザクションを、コミットする

COPY クライアントとデータベースのテーブルの間で、データをコピーする（※4）

CREATE AGGREGATE 新しい集約関数を定義する（※5）

CREATE CAST 新しいキャストを定義する（※5）

CREATE COLLATION 新しい照合順序を定義する

CREATE 
CONVERSION

新しい符号化方式変換を定義する（※5）

CREATE DATABASE 新しいデータベースを作成する（※6）

CREATE DOMAIN 新しいドメインを定義する

CREATE EVENT 
TRIGGER

新しいイベントトリガを定義する（※2）

CREATE EXTENSION 拡張をインストールする

CREATE FOREIGN 
TABLE

新しい外部テーブルを定義する（※2）（※3）

CREATE FUNCTION 新しい関数を定義する（※1）（※7）

CREATE GROUP 新しいデータベースロールを定義する

CREATE INDEX 新しいインデックスを定義する
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SQL文 用途

CREATE 
MATERIALIZED VIEW

新しいマテリアライズドビューを定義する（※2）

CREATE OPERATOR 新しい演算子を定義する（※5）

CREATE OPERATOR 
CLASS

新しい演算子クラスを定義する（※5）

CREATE OPERATOR 
FAMILY

新しい演算子族を定義する

CREATE POLICY テーブルに新しい行単位のセキュリティポリシーを定義する（※2）

CREATE ROLE 新しいデータベースロールを定義する

CREATE RULE 新しい書き換えルールを定義する

CREATE SCHEMA 新しいスキーマを定義する

CREATE SEQUENCE 新しいシーケンスジェネレーターを定義する

CREATE SERVER 新しい外部サーバを定義する（※2）（※3）

CREATE TABLE 新しいテーブルを定義する

CREATE TABLE AS 問合せの結果によって新しいテーブルを定義する

CREATE TABLESPACE 新しいテーブル空間を定義する（※8）

CREATE TEXT 
SEARCH 
CONFIGURATION

新しいテキスト検索設定を定義する

CREATE TEXT 
SEARCH DICTIONARY

新しいテキスト検索辞書を定義する

CREATE TEXT 
SEARCH PARSER

新しいテキスト検索パーサを定義する（※5）

CREATE TEXT 
SEARCH TEMPLATE

新しいテキスト検索テンプレートを定義する（※5）

CREATE TRIGGER 新しいトリガを定義する（※5）

CREATE TYPE 新しいデータ型を定義する（※5）

CREATE USER 新しいデータベースロールを定義する

CREATE USER 
MAPPING

外部サーバのユーザーマップを新しく定義する（※2）（※3）

CREATE VIEW 新しいビューを定義する

DEALLOCATE 準備された文の割当てを解除する

DECLARE カーソルを定義する

DELETE テーブルから行を削除する

DISCARD セッションの状態を破棄する

DO 無名コードブロックを実行する

DROP AGGREGATE 定義済みの集約関数を削除する

DROP CAST 定義済みのキャストを削除する

DROP COLLATION 定義済みの照合順序を削除する
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SQL文 用途

DROP CONVERSION 定義済みの変換を削除する

DROP DATABASE 定義済みのデータベースを削除する

DROP DOMAIN 定義済みのドメインを削除する

DROP EVENT 
TRIGGER

定義済みのイベントトリガを削除する（※2）

DROP EXTENSION 定義済みの拡張を削除する

DROP FOREIGN 
TABLE

定義済みの外部テーブルを削除する（※2）（※3）

DROP FUNCTION 定義済みの関数を削除する

DROP GROUP 定義済みのデータベースロールを削除する

DROP INDEX 定義済みのインデックスを削除する

DROP MATERIALIZED 
VIEW

定義済みのマテリアライズドビューを削除する（※2）

DROP OPERATOR 定義済みの演算子を削除する

DROP OPERATOR 
CLASS

定義済みの演算子クラスを削除する

DROP OPERATOR 
FAMILY

定義済みの演算子族を削除する

DROP OWNED 定義済みのデータベースロールにより所有されるデータベースオブジェクトを削除する

DROP POLICY テーブルから行単位のセキュリティポリシーを削除する（※2）

DROP ROLE 定義済みのデータベースロールを削除する

DROP RULE 定義済みの書き換えルールを削除する

DROP SCHEMA 定義済みのスキーマを削除する

DROP SEQUENCE 定義済みのシーケンスを削除する

DROP SERVER 外部サーバの記述子を削除する（※2）（※3）

DROP TABLE 定義済みのテーブルを削除する

DROP TABLESPACE 定義済みのテーブル空間を削除する

DROP TEXT SEARCH 
CONFIGURATION

定義済みのテキスト検索設定を削除する

DROP TEXT SEARCH 
DICTIONARY

定義済みのテキスト検索辞書を削除する

DROP TEXT SEARCH 
PARSER

定義済みのテキスト検索パーサを削除する

DROP TEXT SEARCH 
TEMPLATE

定義済みのテキスト検索テンプレートを削除する

DROP TRIGGER 定義済みのトリガを削除する

DROP TYPE 定義済みのデータ型を削除する

DROP USER 定義済みのデータベースロールを削除する
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SQL文 用途

DROP USER 
MAPPING

外部サーバ用のユーザーマップを削除する（※2）（※3）

DROP VIEW 定義済みのビューを削除する

END 現在のトランザクションをコミットする

EXECUTE 準備された文を実行する

EXPLAIN 問合せ文の実行計画を表示する

FETCH カーソルを使用してテーブルから行を抽出する

GRANT アクセス権限を定義する

IMPORT FOREIGN 
SCHEMA

外部サーバからテーブル定義をインポートする（※2）

INSERT テーブルに新しい行を作成する

LISTEN 通知を監視する

LOCK テーブルをロックする

MOVE カーソルの位置を決める

NOTIFY 通知を生成する

PREPARE 実行する文を準備する

PREPARE 
TRANSACTION

二相コミット用に現在のトランザクションを準備する

REASSIGN OWNED あるデータベースロールにより所有されたデータベースオブジェクトの所有権を、変更する

REFRESH 
MATERIALIZED VIEW

マテリアライズドビューの内容を置換する（※2）

REINDEX インデックスを再構築する

RELEASE SAVEPOINT 設定済みのセーブポイントを破棄する

RESET 実行時パラメーターの値をデフォルト値に戻す（※1）

REVOKE アクセス権限を取り消す

ROLLBACK 現在のトランザクションをアボートする

ROLLBACK 
PREPARED

事前に二相コミット用に準備されたトランザクションを、取り消す

ROLLBACK TO 
SAVEPOINT

セーブポイントまでロールバックする

SAVEPOINT 現在のトランザクション内に、新規にセーブポイントを定義する

SECURITY LABEL オブジェクトに適用するセキュリティラベルを、定義または変更する

SELECT テーブルまたはビューから行を検索する

SELECT INTO 問合せの結果からの新しいテーブルを定義する

SET 実行時パラメーターを変更する（※1）

SET CONSTRAINTS 現在のトランザクションにおける制約の検査方法を、設定する

SET ROLE 現在のセッションにおけるユーザー識別子を設定する
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SQL文 用途

SET SESSION 
AUTHORIZATION

セッションのユーザー識別子、現在のセッションのユーザー識別子を、設定する

SET TRANSACTION 現在のトランザクションの特性を設定する

SHOW 実行時パラメーターの値を表示する

START TRANSACTION トランザクションブロックを開始する

TRUNCATE 1テーブルまたはテーブル群を空にする

UNLISTEN 通知の監視を停止する

UPDATE テーブルの行を更新する

VACUUM データベースの不要領域の回収と、データベースの解析（オプション）を行う

VALUES 行セットを計算する

※1：configuration_parameterを指定する場合、値にディレクトリパスを記述するパラメーターは指定できません。

※2：データベースエンジンがSymfoware Serverの場合は使用できません。

※3：外部データラッパとしてpostgres_fdwだけ使用できます。

※4：FROMおよびTOにはファイル名を指定できません。STDINまたはSTDOUTを指定してください。

※5：関数を指定する場合、言語がSQLまたはplpgsqlで実装された関数だけ指定できます。

※6：ENCODING句は指定できません。

※7：LANGUAGEに指定できる言語はSQL、internal、またはplpgsqlです。

※8：LOCATION句に指定したディレクトリは、/userdata/tblspcの配下に自動生成されるため、ユーザーが事前にディ

レクトリを用意する必要はありません。また、LOCATION句に指定できるパス長は958バイト以内です。

注

• PostgreSQLで実行可能な以下のSQL文は利用できません。

• ALTER FOREIGN DATA WRAPPER
• ALTER LANGUAGE
• ALTER SYSTEM
• CREATE FOREIGN DATA WRAPPER
• CREATE LANGUAGE
• DROP FOREIGN DATA WRAPPER
• DROP LANGUAGE
• LOAD

• データベースサービスの並列検索の動作はPostgreSQLと同等です。

• データベースサービスでは、製品版のEnterprise Postgresで提供されている"CPUリソースの空きチェッ

ク"機能を利用できません。

"CPUリソースの空きチェック"機能とは、過度な並列検索によるサーバのスローダウンを抑止する機能で

す。

6.3.3 データベースユーザーについて
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

データベース仮想サーバを作成するときに、データベース管理用ユーザー、およびシステムユーザーも作成します。
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データベース管理用ユーザー（マスタユーザー）

データベース仮想サーバを作成するときに、データベースへの接続または管理を行うためのマスタユーザーを作成します。

マスタユーザーには以下の権限が付与されます。

• create role
• create db
• login

注

データベース管理用ユーザーのパスワードを変更する際は、データベース仮想サーバの変更APIを使用してく

ださい。APIを使用せずにデータベース管理用ユーザーを削除または変更をすると、動作に深刻な不具合が

でます。削除または変更はしないでください。

システムユーザー

データベース仮想サーバを作成するときに、システムからの操作のためにシステムユーザー ( cloud-user ) が作成されま

す。システムユーザーには以下の権限が付与されます。

• superuser
• create role
• create db
• replication

システムユーザーはDBクライアントからデータベース仮想サーバのデータベースへの接続には利用できません。

注

システムユーザー ( cloud-user ) を削除または変更をすると、動作に深刻な不具合がでます。削除または

変更はしないでください。

6.3.4 フェイルオーバ
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

冗長化設定が有効となっているデータベース環境において、主系のデータベース仮想サーバが停止または利用不可とシ

ステムが判断した場合に、待機系のデータベース仮想サーバへの切替えを行います。この動作をフェイルオーバと呼びま

す。

フェイルオーバは、主系のデータベース仮想サーバに以下の事象が検知された場合に、実行されます。

• 物理ホストの障害

• 主系データベース仮想サーバの障害

• データベース仮想サーバタイプの変更

• データベースデータ領域の拡張

• データベース仮想サーバを再起動する場合「強制フェイルオーバ」を指定したとき

注

• フェイルオーバが発生した場合は、データベースとのコネクションが切断されます。そのため、再度データベース

へコネクトする処理を、アプリケーション側に実装する必要があります。

• フェイルオーバによって主系から待機系に切り替わるまで、約1～5分の時間がかかります。

6.3.5 データベースの復旧
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

データベース仮想サーバは、以下の2種類のデータから復旧できます。

• DBスナップショット
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ユーザーが任意の時点で取得したデータベース仮想サーバのスナップショットです。スナップショットには、以下のデータ

が含まれます。

• 任意の時点で取得されたデータベース仮想サーバ全体のバックアップデータ

• バックアップ開始から終了までの間に出力されたトランザクションログ

DBスナップショットはホットバックアップ形式で取得され、ユーザーが削除するまで保持されます。

• 自動バックアップ

データベース仮想サーバの作成時に設定した自動バックアップの条件にもとづいて取得された以下のデータです。

• 自動バックアップの設定時間に取得されたデータベース仮想サーバ全体のバックアップデータ

• 5分おき(固定)にバックアップされたトランザクションログ

自動バックアップデータは設定された保持期間まで保持されます。保持期間を過ぎた自動バックアップデータは自動

的に削除されます。

• 自動バックアップデータには、以下の命名規約に従った「名前」がつきます。

auto-snapshot-<データベース仮想サーバID>-<年>-<月>-<日>-<時>-<分>-<秒>

• 自動バックアップはホットバックアップ形式で取得されます。

図 77 : スナップショット
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図 78 : 自動バックアップ

データベースの復旧方法

データベースの復旧方法として、以下の2種類を提供します。

• DBスナップショットからのリストア

任意の時点で取得したDBスナップショットを使用して復旧します。

• ポイントインタイムリカバリー

自動バックアップデータを使用して復旧します。バックアップ保持時点（最大で10日前） から 最新のトランザクションロ

グの保持時点（最大で5分前）までの期間の中から復旧する任意の「日時」を指定できます。

注

• 復旧先は、新規のデータベース仮想サーバになります。古いデータベース仮想サーバは、復旧したデータに

問題がないことを確認したあとで削除してください。

• データベース仮想サーバを新規に作成するため、DBサブネットグループや、そのほかデータベース構築に必

要な要素は事前に準備しておく必要があります。

• 復旧可能な範囲は、復旧元となるデータが存在する同一リージョン内だけです。
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第 7 章: DNSサービス

トピック :

• DNSサービスとは

• DNSゾーン管理機能

• レコード管理機能

• フェイルオーバ機能

• 加重ラウンドロビン機能
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第 34 章

7.1 DNSサービスとは

[対象リージョン：全リージョン]

DNSコンテンツサーバに対するゾーン管理、レコード管理などの運用作業を、IaaSポータル／API経由で実施する環

境を提供します。自前でDNSサーバを構築することなく、複数リージョンで連携したシステムを展開できます。

図 79 : DNSサービスが提供する機能の全体像

提供機能

• DNSゾーン管理機能

• レコード管理機能

• フェイルオーバ機能

• 加重ラウンドロビン機能

注意事項

• ドメインのWhois公開代理機能はありません。

• SOAレコードは設定できません。

• ルートドメインのNSレコードは設定できません。

• A、AAAAへのエイリアスレコードは設定できません。

• 動的IPのレコード設定（ダイナミックDNS）には対応していません。

• ゾーン転送機能には対応していません。

• DNSSECには対応していません。
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第 35 章

7.2 DNSゾーン管理機能

[対象リージョン：全リージョン]

管理しているドメインに、ゾーンの作成、削除、およびゾーンの情報を参照します。

ゾーンの作成

ゾーンの作成時にはドメインの所有権を確認するため、確認コードを使用した認証が必要です。

注

• ドメインはゾーン登録可能なドメインから選択してください。

• 他社管理ドメインの場合、再度ゾーンを作成するときに認証が必要になります。

ゾーン情報の取得

ゾーン名（ゾーンID）を指定してゾーン情報を参照します。ゾーン情報およびネームサーバ情報を取得できます。

ゾーン情報の一括取得

ゾーンの情報を一括で参照します。

表 203 : ゾーン情報の一括取得 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

取得開始ゾーンID 参照したい一覧の先頭となるゾーンIDを指定する。省略した場合は、

ゾーン情報の先頭から取得される

取得ゾーン情報数 取得するゾーン情報の最大件数を指定する。省略した場合は、100件と

なる

ゾーンの削除

不要になったゾーンを指定して、削除します。

注

• ゾーンを削除すると、そのゾーンに設定されているレコードもすべて削除されます。また、削除済みのゾーン情報の

復活や参照はできません。

• ゾーンを削除してもドメインは廃止されません。

制限値

表 204 : DNSゾーン管理に関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

全リージョン共通

DNSゾーン登録数 1プロジェクト当たり 500

キャッシュ保持期間 (TTL) - 60～86400秒

ゾーン情報一括取得の最大

数

- 100件
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第 36 章

7.3 レコード管理機能

[対象リージョン：全リージョン]

DNSレコードの作成、変更、削除、およびレコードの情報を参照します。

レコードの作成、変更、削除

以下のレコードタイプの作成、変更、削除ができます。1つのリクエストで複数のレコードを操作できます。

• NS
• A
• AAAA
• CNAME
• MX
• TXT
• PTR
• SRV

注

レコードの操作は即時反映ではありません。レスポンスに含まれるステータス情報が「INSYNC」になった時点で、反

映が完了します。

制限値

表 205 : DNSレコード管理に関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

全リージョン共通

レコード数 1DNSゾーン当たり 10000

対応レコードタイプ - A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, PTR, SRV

ワイルドカード設定可能 - A, AAAA, MX, CNAME, TXT

表 206 : DNSレコード入力制限値一覧

レコードタイ

プ

項目 制限内容 必須

レコード名 長さ：1～63文字

使用可能な文字種：半角英数字（a～z、0～9）、-（ハイフン）、*（ワイルドカー

ド）、@（アットマーク）

◯

TTL 60～86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 使用可能な文字種：半角英数字、.（ドット）

使用可能なIPv4アドレス帯であること

◯

A

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角
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レコードタイ

プ

項目 制限内容 必須

重みづけ 0～100

使用可能な文字種：半角数字

（※
1）

ヘルスチェック

IPアドレス

長さ：1～32 文字

半角英数字、.（ドット）

（※
2）

ヘルスチェック

ポート番号

長さ：1～5文字

使用可能な文字種：半角数字

（※
2）

ヘルスチェック

ホスト名

長さ：0～255文字

使用可能な文字種：半角文字

（※
3）

ヘルスチェック

パス

使用可能な文字種：半角文字

ポリシーによりフェイルオーバ選択時のみ未入力可能

（※
3）

レコード名 長さ：1～63 文字

半角英数字、-（ハイフン）、*（ワイルドカード）、@（アットマーク）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 半角英数字、:（コロン）

使用可能な IPv6 アドレス帯であること

◯

メモ 長さ：255 文字以内

使用可能な文字種：全角

重みづけ 0～100

使用可能な文字種：半角数字

（※
1）

ヘルスチェック

IPアドレス

長さ：1～32 文字

使用可能な文字種：半角英数字、.（ドット）

（※
2）

ヘルスチェック

ポート番号

長さ：1～5 文字

使用可能な文字種：半角数字

（※
2）

ヘルスチェック

ホスト名

長さ：255文字以内

使用可能な文字種：半角文字

（※
3）

AAAA

ヘルスチェック

パス

使用可能な文字種：半角文字 （※
3）

CNAME レコード名 長さ：1～63 文字

使用可能な文字種：半角英数字、-（ハイフン）、*（ワイルドカード）

◯
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レコードタイ

プ

項目 制限内容 必須

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 長さ：1～255文字

使用可能な文字種：半角英数字、マルチバイトドメイン、.（ドット）、-（ハイフ

ン）

◯

メモ 長さ：255 文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 長さ：1～63 文字

半角英数字、.（ドット）、-（ハイフン）、*（ワイルドカード）、@（アットマーク）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 長さ：1～255文字

使用可能な文字種：半角英数字、マルチバイトドメイン、.（ドット）、-（ハイフ

ン）

◯

プライオリティ 0 ～ 64000

使用可能な文字種：半角数字

◯

MX

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 長さ：1～63 文字

使用可能な文字種：半角英数字、_（アンダーバー）、-（ハイフン）、*（ワイルド

カード）、@（アットマーク）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 半角英数字、半角スペース、"（ダブルクォーテーション）以外の半角記号 ◯

TXT

メモ 長さ：255 文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 長さ：1～63 文字

使用可能な文字種：半角英数字、-（ハイフン）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

NS

値 使用可能な文字種：半角英数字、マルチバイトドメイン、.（ドット）、-（ハイフ

ン）

◯
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レコードタイ

プ

項目 制限内容 必須

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 文字種：半角英数字（a～z、0～9）、.（ドット）、-（ハイフン）

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 使用可能な文字種：半角英数字（a～z、0～9）、マルチバイトドメイン、.（ドッ

ト）、-（ハイフン）

◯

PTR

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 長さ：1～63文字

使用可能な文字種：半角英数字、.（ドット）、-（ハイフン）、_（アンダーバー）

“_<サービス名>._<プロトコル名>”の形式で指定（例：_ftp._tcp）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

プライオリティ、重みづけ、ポート番号、ターゲットをこの順番に半角スペース区

切りで指定

◯

プライオリティ 0 ～ 64000

使用可能な文字種：半角数字

◯

重みづけ 0～65535

使用可能な文字種：半角数字

◯

ポート番号 0～65535

使用可能な文字種：半角数字

◯

値

ターゲット 長さ：1～255文字

使用可能な文字種：半角英数字、マルチバイトドメイ

ン、.（ドット）、-（ハイフン）

“<Aレコードのレコード名>.<ドメイン名>”の形式で指定

ヒント

Aレコードのレコード名 “ftp-server-01” ドメイン名

“example.com”の場合

“ftp-server-01.example.com”と指定

◯

SRV

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角

※1：ポリシーにより重みづけを選択時は必須項目です。
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※2：ポリシーによりフェイルオーバを選択時は必須項目です。

※3：ポリシーによりフェイルオーバを選択時の場合、任意項目です。

注意事項

• 同一ホスト名に対して、レコードタイプおよび値が同じレコードは設定できません。

• 同一ホスト名に対して、CNAMEとそのほかのレコードを同時に設定できません。

• 以下のDNSレコードは設定できません。

• FQDN形式になっていないレコード

• 先頭と末尾に .（ドット）および -（ハイフン）を使用するレコード

• SOAレコードの設定は変更できません。

• ルートドメインのNSレコードは設定できません。

• 動的IPのレコード設定（ダイナミックDNS）には対応していません。

• DNSSECには対応していません。

• PTRに設定可能なレコード名は、本サービスが提供するグローバルIP(FloatingIP)のみです。設定時にはあらかじめグロー

バルIPを取得しておく必要があります。

• PTRレコードを設定する場合は、以下に注意してください。

• PTRレコードを作成したグローバルIPアドレスを解放する場合は、必ず事前にPTRレコードを削除してください。

• 事前にPTRレコードを削除せずにグローバルIPアドレスを解放した場合、PTRレコードが事前連絡なく強制的に削除され

る可能性があります。

• 逆引きDNSの使い方については、逆引きDNSの使い方を参照してください。

• SRVレコードのターゲット値には、同一ゾーンに存在するAレコードのレコード名とドメイン名を指定してください。

• SRVレコードの重みづけは、加重ラウンドロビン機能の重みづけとしては扱われません。
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第 37 章

7.4 フェイルオーバ機能

[対象リージョン：全リージョン]

利用者が設定可能なエンドポイントへのヘルスチェックを行い、正常の場合は通常のレコード情報、異常が発生してい

る場合は待機側のレコード情報を応答させることによって、異常が発生したサーバへの振り分けを閉塞します。

表 207 : フェイルオーバ設定項目

項目 説明

プライマリー 1レコードだけ指定する。複数の指定はできない

セカンダリ 複数の指定ができる

注

A、AAAAレコードだけ利用可能です。

表 208 : ヘルスチェック先設定項目

項目 説明

プロトコル HTTP、HTTPS、TCPから選択する

IPアドレス 値で入力したIPアドレスが表示される。変更可能

ポート番号 プロトコルでHTTP選択時は80、HTTPS選択時は443が表

示される。変更可能

ホスト名 プロトコルでHTTPまたはHTTPSを選択したときに表示され

る。HTTPヘッダーのホスト情報を入力する

パス プロトコルでHTTPまたはHTTPSを選択したときに表示され

る。ヘルスチェック対象となるURLのパス部分を入力する

URL プロトコルでHTTPまたはHTTPSを選択したときに、IPアドレ

ス、ポート番号、パスから表示される。編集不可

ヘルスチェックのルール

ヘルスチェックのルールは以下のとおりです。

• レコードごとに指定されている個別のヘルスチェックを実行します。

• ヘルスチェックは5分間隔で行われます。

• ヘルスチェック時には、対象サーバに対してインターネット経由でパケットを送信することによりチェックします。

• フェイルオーバの切替え対象は、同ホストかつ同レコードタイプを1グループとして実行します。

• 同じグループのレコード名は全て同じ名前にしてください。

• 対象のIPアドレスはグローバルIPアドレスを設定してください。

• 対象のIPアドレスにパケットが届くように、ネットワークやOS（ファイアーウォールサービス、セキュリティグループルール、およ

びOSのファイアーウォールなど）を設定しておいてください。

• セカンダリが複数設定されている場合は、先に登録されたレコードが優先されます。

• ヘルスチェックは、通常プライマリーに対してのみ行われます。

• プライマリーに対するヘルスチェックが異常であった場合、プライマリーとセカンダリの両方にヘルスチェックが行われるようになりま

す。

• プライマリーとセカンダリのサーバ状態および振分け先の関係は、以下の表のとおりです。

- 381 -



表 209 : プライマリーとセカンダリの状態および振分け先の関係

プライマリーとセカンダリの状態

プライマリー セカンダリ

振分け先

◯ ◯ プライマリー

◯ × プライマリー

× ◯ セカンダリ

× × 両方のヘルスチェック異常前の状態に

依存

図 80 : ヘルスチェックの振分け先

• プライマリー、セカンダリ両方のヘルスチェックが異常になった場合には、いずれかが復旧するまで、異常前の振分けを継続し

ます。
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図 81 : プライマリー、セカンダリ異常時の振分け

注意事項

• フェイルオーバを使用するときは、レコードのTTLを60秒にすることを推奨します。

- 383 -



第 38 章

7.5 加重ラウンドロビン機能

[対象リージョン：全リージョン]

各レコードの重みづけ値に応じてヒット数を操作することで、均等ではないラウンドロビンを実現する機能です。より柔軟

なアクセス分散が可能になります。

表 210 : 加重ラウンドロビン設定項目

項目 説明

重みづけ値 各レコードのヒット率（0～100）を指定する。指定された重み

づけ値に応じて、レコードのヒット率が変動する

対象 同ホストかつ同レコードタイプを1グループとして実行する

注

AまたはAAAAレコードの場合だけ、使用できます。

注意事項

• 重みづけの設定値で、100となる重みづけのレコードが1つもない場合は、対象レコードが名前解決時に返却されないことが

あります。

• 重みづけの設定値を0に設定すると、ヒット率0となるので値を返しません。

• 通常のレコード登録で、同ホストかつ同レコードタイプを登録した場合は、重みづけ値が100として扱われます。
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第 8 章: メール配信サービス [東日本
第1]

トピック :

• 機能概要

• 設定

• メール配信

• メール正当性証明

• モニタリング

[対象リージョン：東日本第1]

メール配信を行うサービスを提供します。

ヒント

「東日本リージョン1(jp-east-1)」だけ提供されるサービスです。

東日本リージョン1(jp-east-1)以外に構築された環境からも、イン

ターネット経由でメール配信サービスの機能を利用できます。その場

合は、以下のとおり利用してください。

• APIを利用する場合

東日本リージョン1(jp-east-1)を利用開始後、プロジェクト／ユー

ザーを用意して、東日本リージョン1(jp-east-1)で取得したリージョ

ナルトークンを使用してください。

• SMTPによるメール配信を行う場合

APIによる事前準備（送信元設定やSMTPユーザー作成）は、

「APIを利用する場合」と同様に実施してください。

東日本リージョン1(jp-east-1)で作成したSMTPユーザー情報を

利用することで、東日本リージョン1(jp-east-1)以外のリージョン環

境でもSMTPメール配信を行うことができます。
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第 39 章

8.1 機能概要

8.1.1 メール配信サービスとは
[対象リージョン：東日本第1]

高品質で効率の良いメール配信サービスを提供します。メールサーバの構築、管理など面倒なシステム運用はサービス

側で行うため、大幅に運用コストを削減できます。

図 82 : メール配信サービスの全体像

利用価値

メール配信サービスを利用することにより、以下が実現可能です。

• メール配信サービスが送信メールを一旦預かり、非同期で配信します。メールサーバを構築した場合と異なり、メール

配信サービスが送信メールを預かった時点で完了となり、すべての宛先へのメール送信が完了するまで送信者が待つ

必要がありません。特に、大量のメール送信の際に有効です。

• メール送信のインターフェイスはSMTPリレーとAPIの2つがあり、お客様環境に合わせて選択することができます。

• 最適かつ効率的な配送制御を行いますので、送信方法が起因となるエラーを低減できます。

提供機能

• 送信元設定

• 送信元ドメイン登録

• 送信元メールアドレス登録

• メール配信機能

• SMTPインターフェースを利用して送信

• APIを利用して送信

• 時間指定送信

• メール正当性証明設定

• SPF認証設定

• 配信状況のモニタリング
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注意事項

配信数が料金表に記載されているメール数を超える場合、メール配信の失敗、遅延、一時停止など正常に配信され

ない恐れがあります。

料金表は「メール配信」を参照してください。
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第 40 章

8.2 設定

8.2.1 送信元設定
[対象リージョン：東日本第1]

メールサービスの利用者を登録する方法は、以下の2種類があります。

• 送信元ドメインを登録する

送信元ドメインを登録する場合、レスポンスに含まれる検証トークンの値をDNSサーバのTXTレコードに設定すること

により、登録が完了します。このとき、登録するTXTレコード名は「_niftycloudess.<登録したいドメイン名>」としてく

ださい。

登録完了後、通常10分程度でドメインが使用可能になります。

• 送信元メールアドレスを登録する

登録方法の詳細は、APIリファレンス （Application Platform Service編） 「ドメインの所有検証開始」 または「メール

アドレスの所有検証開始」を参照してください。

ヒント

送信元ドメインを登録すれば、ドメイン内のメールアドレスを個別に登録する必要はありません。

登録が完了したドメインとメールアドレスだけ、Fromアドレス（Envelope FromとHeader From）として指定できます。

表 211 : 送信元の設定項目

項目 説明

Fromアドレス 登録済みのメールアドレスか、ドメイン部分が登録済みの

ドメイン名に一致するものだけ、指定できる

送信先設定 • ローカルパート：64byte以下

• ローカルパートを含む全体で255byte以下

• RFC準拠（厳密な準拠はしていない）
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第 41 章

8.3 メール配信

8.3.1 メール送信機能
[対象リージョン：東日本第1]

メールを送信するためのインターフェースを提供します。SMTPまたはREST APIを使用して送信します。なお、250万通

／月を超える送信はAPIでは対応していません。SMTPインターフェースを利用してください。

SMTPインターフェース

利用者のメールサーバなどから本サービスのSMTPサーバに接続し、メールを送信します。

表 212 : 接続情報

項目 設定内容

サーバ smtp.ess.nifcloud.com

ポート 587 (STARTTLS)
465 (TLS Wrapper)

認証情報 SMTP-AUTHによるユーザー認証

送信先アドレス • ローカルパート：64byte以下

• ローカルパートを含む全体で255byte以下

REST API

REST APIを使用して、メールを送信します。

8.3.2 時間指定送信
[対象リージョン：東日本第1]

メールを送信する際、送信したい時間を設定すると、指定した時間にメールを配信します。

送信時間指定

以下の形式で、メールのタイトルに送信したい時間を指定します。

[yyyy/MM/dd HH:mm] 通常のメールのタイトル

注

• 指定可能な時間のタイムゾーンは日本標準時 (JST) です。

• 送信時には、メールタイトルから自動的に時間指定の部分 ([yyyy/MM/dd HH:mm]) が削除されます。
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第 42 章

8.4 メール正当性証明

8.4.1 Sender Policy Framework認証設定
[対象リージョン：東日本第1]

メール配信サービスを利用してメールを配信する場合に、SPF認証の仕組みを使って送信元が正規のものであることを

証明するための情報を提供します。

送信元メールアドレスのドメインを管理するDNSサーバに、以下の値を登録します。

表 213 : SPFレコード設定項目

設定対象 設定値

レコードタイプ TXT

レコード値 v=spf1 include:spf.ess.nifcloud.com -all

注

すでにレコードが存在している場合は、値を「include:spf.ess.nifcloud.com」として追記してください。
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第 43 章

8.5 モニタリング

8.5.1 配信状況のモニタリング
[対象リージョン：東日本第1]

メールの配信状況を過去2週間分さかのぼって確認できます。

過去2週間以内、15分間隔での以下の情報を取得できます。

表 214 : モニタリング可能な項目

項目 説明

送信通数 送信したメールの通数

バウンス数 不達となり返却されたメールの通数

受信拒否数 送信先の受信メールサーバから、受信を拒否されたメー

ルの通数

注

• バウンスについて、1通1通の詳細を確認することはできません。

• バウンス判定されるメールは以下が該当します。

• 宛先不明

• 受信拒否

• メールボックスフル

• 輻輳

• ドメイン名前解決失敗

• サーバ接続タイムアウト

• SMTPコマンド応答タイムアウト

• 配信期限超過

• そのほかの送信失敗エラー

• 受信拒否数とは、送信先の受信メールサーバから、400番または500番のエラーコードが返却された数で

す。
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第 9 章: コンテンツ配信サービス

トピック :

• 機能概要

• 配信設定

• レポーティング

• アクセスコントロール

[対象リージョン：全リージョン]

全世界のAkamai社エッジサーバを利用したコンテンツ配信を行うサービ

スを提供します。
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第 44 章

9.1 機能概要

9.1.1 コンテンツ配信サービスとは
[対象リージョン：全リージョン]

世界中に配置されているAkamai社Akamai Intelligent Platformのエッジサーバに、オリジンサーバ上のWebコンテン

ツをキャッシュ、配信するサービスを提供します。Webコンテンツにアクセスするエンドユーザーを最寄りのエッジサーバにア

クセスさせることで、コンテンツ配信を効率化・高速化するサービスです。

ユーザーは、オリジンサーバを構築し、コンテンツ配信設定を行います。オリジンサーバには仮想サーバ、ロードバランサな

どを指定できます。

図 83 : コンテンツ配信サービスの全体像

提供機能

• 配信設定一覧の取得

お客様のプロジェクトで操作可能な配信設定の一覧を取得します。

• 配信設定の作成

配信設定を作成し、コンテンツ配信を開始します。

• 配信設定の取得

作成済みの配信設定IDを指定して、配信設定内容を取得します。

• 配信設定の編集

作成済みの配信設定IDを指定して、配信設定内容を編集します。

• 配信設定の削除

作成済みの配信設定IDを指定して、配信設定を削除します。

• キャッシュの消去

作成済みの配信設定IDを指定し、キャッシュされたコンテンツをエッジサーバ上から消去します。

• アクセスコントロール機能

キャッシュコンテンツを一部のエンドユーザーに限定して配信できます。例えば地域、IPアドレス、ブラウザのリファラで識

別してキャッシュコンテンツへのアクセスを制御できるほか、認証付き（認可された）コンテンツに対しては認可用トークン

で認可／拒否を判断して、アクセスを制御できます。

• レポートの作成

お客様のプロジェクト の範囲で作成した配信設定の合算で、統計情報を作成します。
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• レポートの取得

レポートの作成機能で作成した統計情報を、json形式で取得します。

• アクセスログ取得

エッジサーバのアクセスログを、オブジェクトストレージに作成したコンテナに格納します。

• IPv6／IPv4変換

エッジサーバに、IPv6／IPv4変換機能（IPv4／IPv6 デュアルスタック）を設定します。

配信可能コンテンツ

表 215 : 配信可能コンテンツ一覧

コンテンツ種別 種別詳細 説明 配信可否

静的コンテンツ .jpg, .pdf, .html, .cssなどのコンテンツ ◯

Webサーバでソフト的に生成するが、パー

ソナライズされていないコンテンツ

例：

• サーバで生成したトップページ

• 天気予報を表示するためのクエリ文字

列("?date=20141230")

◯

Webサイトのコンテンツ

動的コンテンツ

Webサーバでソフト的に生成し、パーソナ

ライズされているコンテンツ

例：

• ショッピングカート

• 個人情報を含むアンケートの回答など

×（※）

プログレッシブダウンロード方

式

YouTubeなどで利用されているダウンロー

ド型配信コンテンツ

◯ストリーミングコンテンツ

ライブストリーミング方式 ustreamなどで利用されているリアルタイム

型配信コンテンツ

×

※：例えば、ショッピングカートの内部情報はエッジサーバでキャッシュするべきではないため、オリジンサーバ自身のキャッ

シュ可否設計に従ったキャッシュ動作制御ルールを作成してください。詳細はAPIリファレンスを参照してください。
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利用方法

図 84 : コンテンツ配信サービス 利用までの流れ

注意事項

• HTTPを使用したアクセスは80番ポート、HTTPSを使用したアクセスは443番ポートだけが使用できます。

• 独自ドメインでセキュアーにコンテンツ配信する場合は、STEP3の配信設定を行う前に申請が必要です。独自ドメイ

ンを使用する場合を参照してください。

• コンテンツ配信サービスの料金は翌々月の請求です。

• DNSサービスの定期メンテナンス（毎月1日の0:00～1:00）の間は、コンテンツ配信サービスにおけるDNS関連の操

作はできません。

• Akamai社が実施するメンテナンスがある場合は、メンテナンス時期と内容が通知されます。

ヒント

メンテナンス期間中も、コンテンツ配信は継続します。

9.1.2 配信URL
[対象リージョン：全リージョン]

配信設定の作成を行うと、エンドユーザーがアクセス可能なWebサイトを表す一意の配信URLが付与されます。

独自ドメインを所有していない場合（付与ドメイン）

コンテンツ配信サービスが提供する、付与ドメインを含むURLを配信URLとして利用します。httpの場合とhttpsの場合

の配信URLの構成を、以下に示します。
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独自ドメインを所有している場合

お客様が独自ドメインを所有している場合は、そのドメインを使って配信します。お客様は、コンテンツ配信サービスの配

信設定の作成に加え、DNSサーバ上でCNAMEを設定する必要があります。CNAME先は、プロトコルとIPアドレスの

組み合わせで異なります。

表 216 : 設定別CNAME先

IPアドレスプロトコル

IPv4の場合 IPv6の場合

httpの場合 common-http.cdn-edge.cloud.global.
fujitsu.com

「コンテンツ配信サービス サーバ証明書・

IPv6IPv4変換機能 申込書」の処理完了後、

弊社から提示

httpsの場合 「コンテンツ配信サービス サーバ証明書・IPv6IPv4変換機能 申込書」の処理完了後、弊社か

ら提示

DNSのリソースレコード例

www.example.com. IN CNAME common-http.cdn-edge.cloud.global.fujitsu.com.

配信URLと配信FQDNの構成例

9.1.3 セキュアー配信
[対象リージョン：全リージョン]

HTTPSを使用して、セキュアーにエッジサーバからコンテンツをエンドユーザーに配信します。

オリジンサーバの証明書

仮想サーバまたはロードバランサーをオリジンサーバとする場合、以下の表に記載されている証明書にチェーンされた証

明書を、お客様が用意する必要があります。

表 217 : HTTPSアクセスにおいてオリジンサーバで使用可能なサーバ証明書一覧

Common Name Expiry Date SHA1 Fingerprint

AddTrust External CA Root May 30 2020 02faf3e291435468607857694df5e45b68851868

AffirmTrust Commercial December 
31 2030

f9b5b632455f9cbeec575f80dce96e2cc7b278b7

AffirmTrust Networking December 
31 2030

293621028b20ed02f566c532d1d6ed909f45002f

AffirmTrust Networking May 29 2029 5f3b8cf2f810b37d78b4ceec1919c37334b9c774

AffirmTrust Premium December 
31 2040

d8a6332ce0036fb185f6634f7d6a066526322827

AffirmTrust Premium September 
30 2023

36b12b49f9819ed74c9ebc380fc6568f5dacb2f7

America Online Root 
Certification Authority 2

September 
29 2037

85b5ff679b0c79961fc86e4422004613db179284

- 396 -



Common Name Expiry Date SHA1 Fingerprint

Baltimore CyberTrust Root May 13 2025 d4de20d05e66fc53fe1a50882c78db2852cae474

Certum CA June 11 2027 6252dc40f71143a22fde9ef7348e064251b18118

Class 2 Primary CA July 7 2019 74207441729cdd92ec7931d823108dc28192e2bb

COMODO Certification 
Authority

January 1 
2030

6631bf9ef74f9eb6c9d5a60cba6abed1f7bdef7b

Cybertrust Global Root December 
15 2021

5f43e5b1bff8788cac1cc7ca4a9ac6222bcc34c6

DigiCert Assured ID Root CA November 
10 2031

0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43

DigiCert Global Root CA November 
10 2031

a8985d3a65e5e5c4b2d7d66d40c6dd2fb19c5436

DigiCert High Assurance EV 
Root CA

November 
10 2031

5fb7ee0633e259dbad0c4c9ae6d38f1a61c7dc25

DST Root CA X3 September 
30 2021

dac9024f54d8f6df94935fb1732638ca6ad77c13

Entrust Root Certification 
Authority

November 
28 2026

b31eb1b740e36c8402dadc37d44df5d4674952f9

Entrust.net Certification 
Authority (2048)

July 24 2029 503006091d97d4f5ae39f7cbe7927d7d652d3431

GeoTrust Global CA May 21 2022 de28f4a4ffe5b92fa3c503d1a349a7f9962a8212

GeoTrust Primary 
Certification Authority

July 17 2036 323c118e1bf7b8b65254e2e2100dd6029037f096

GeoTrust Primary 
Certification Authority - G3

December 2 
2037

039eedb80be7a03c6953893b20d2d9323a4c2afd

Global Chambersign Root October 1 
2037

339b6b1450249b557a01877284d9e02fc3d2d8e9

GlobalSign December 
15 2021

75e0abb6138512271c04f85fddde38e4b7242efe

GlobalSign March 18 
2029

d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad

GlobalSign Root CA January 28 
2028

b1bc968bd4f49d622aa89a81f2150152a41d829c

Go Daddy Root Certificate 
Authority - G2

January 1 
2038

47beabc922eae80e78783462a79f45c254fde68b

Network Solutions 
Certificate Authority

January 1 
2030

74f8a3c3efe7b390064b83903c21646020e5dfce

QuoVadis Root CA 2 November 
25 2031

ca3afbcf1240364b44b216208880483919937cf7

QuoVadis Root CA 2 June 30 2034 2796bae63f1801e277261ba0d77770028f20eee4

QuoVadis Root CA 3 November 
25 2031

1f4914f7d874951dddae02c0befd3a2d82755185

QuoVadis Root Certification 
Authority

March 18 
2021

de3f40bd5093d39b6c60f6dabc076201008976c9
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Common Name Expiry Date SHA1 Fingerprint

SecureTrust CA January 1 
2030

8782c6c304353bcfd29692d2593e7d44d934ff11

StartCom Certification 
Authority

September 
18 2036

3e2bf7f2031b96f38ce6c4d8a85d3e2d58476a0f

SwissSign Gold CA - G2 October 25 
2036

d8c5388ab7301b1b6ed47ae645253a6f9f1a2761

SwissSign Silver CA - G2 October 25 
2036

9baae59f56ee21cb435abe2593dfa7f040d11dcb

SwissSign Silver CA - G2 June 6 2037 feb8c432dcf9769aceae3dd8908ffd288665647d

TC TrustCenter Class 2 CA II January 1 
2026

ae5083ed7cf45cbc8f61c621fe685d794221156e

thawte Primary Root CA July 17 2036 91c6d6ee3e8ac86384e548c299295c756c817b81

thawte Primary Root CA - G3 December 2 
2037

f18b538d1be903b6a6f056435b171589caf36bf2

UTN - DATACorp SGC June 25 2019 58119f0e128287ea50fdd987456f4f78dcfad6d4

UTN-USERFirst-Hardware July 10 2019 0483ed3399ac3608058722edbc5e4600e3bef9d7

VeriSign Class 3 Public 
Primary Certification 
Authority - G3

July 17 2036 132d0d45534b6997cdb2d5c339e25576609b5cc6

VeriSign Class 3 Public 
Primary Certification 
Authority - G5

July 17 2036 4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5

VeriSign Class 4 Public 
Primary Certification 
Authority - G3

July 17 2036 c8ec8c879269cb4bab39e98d7e5767f31495739d

VeriSign Universal Root 
Certification Authority

December 2 
2037

3679ca35668772304d30a5fb873b0fa77bb70d54

注

• お客様が作成された自己署名証明書には対応していません。

• unlimited licenseである必要はありません。

• お客様が申込時に記載するドメイン名（例: www.company.com）の証明書を既に持っている場合場

合、オリジンサーバの証明書としてそのまま利用できます。証明書をお持ちでない場合は、オリジンサーバ単

体での証明書（例: origin.company.com）を用意してください。

独自ドメインを使用する場合

独自ドメインを使用する場合、サーバ証明書をエッジサーバに登録する必要があります。登録には、「コンテンツ配信

サービス サーバ証明書・IPv6IPv4変換機能 申込書」による申し込みが必要です。申込書はサービス窓口から入手し

てください。

• 弊社が代行して証明書の申請、エッジサーバへの配置および管理を行います。

• お客様が持っている証明書を使用することはできません。

• お客様が証明書の秘密鍵のダウンロードをすることはできません。

• 証明書は、Subject Alternative Name（SAN：サブジェクトの別名）証明書です。

• ワイルドカード証明書は利用できません。

• TLS Version、Cipher Setは自動的に更新します。
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• 中国とロシアでは利用できません。

• 申請したドメイン名を別のドメイン名に変更することはできません。

• 証明書の削除（解約）の際も、申込書による申請が必要です。申請が受理されるまで、証明書は課金されます。

• 証明書は、サービス申し込み時に以下の種類から選択できます。

証明書はすべてSNI型（Server Name Indication）です。

• DV型（ドメイン認証）

• OV型（組織認証型）

• EV型（組織認証拡張型）

証明書の種類により対応が異なります。

表 218 : 証明書の種類別の対応

DV型証明書 OV型／EV型証明書

特徴 1つの証明書を他のお客様と共有する

証明書の DNS Nameフィールドに、お

客様のドメイン名を格納します。

お客様専用の証明書

証明書の更新 認証局から、定期的にドメイン名を認

証する

更新に成功した場合、証明書は自動

的に期間が延長されます。

認証局が判断する

対応は以下のとおりです。

• 更新の連絡が入る場合（※）

証明書の更新時に、お客様へ確認の連

絡をします。

• 更新の連絡が入らない場合

認証局が発行したサーバー証明書に自

動で更新されます。

利用開始までの日数 5営業日程度 20営業日程度

認証局がお客様の組織存在確認（

Validation）を行う日数に左右されます。

申込後の認証対応 ドメイン存在確認（Validation）

1. 申請するドメイン名でアクセス可能

なオリジンサーバを構築する。

2. TCP 80番ポートを開放し、リダイレ

クト設定する。

ヒント

更新時はエッジサーバ側で

行うため80番のポート開放

は不要です。

組織存在確認（Validation）

申請組織の存在を確認します。

ヒント

お客様や会社の代表メールアド

レス・代表者番号などに対して

認証局・弊社・Akamai社から

確認の連絡が入る場合がありま

す。

証明書内の署名 Let's Encrypt DigiCert
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注

※：認証局からお客様へ連絡がとれない場合、証明書が失効することがあるため、連絡先は常に最新の

状態にしてください。

証明書が失効した場合は、連絡先を更新するため、同一ドメイン名で再度サービスの申し込みが必要で

す。手続きは無償で対応します。詳細はヘルプデスクに連絡してください。

表 219 : リダイレクト設定

項目 設定値

アクセス先 http://申請ドメイン/.well-known/acme-challenge/ 配下

リダイレクト先 http://dcv.akamai.com/.well-known/acme-challenge/
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第 45 章

9.2 配信設定

9.2.1 配信設定機能
[対象リージョン：全リージョン]

エッジサーバからのコンテンツ配信を制御するために、配信設定を管理する機能を提供します。また、オブジェクトスト

レージにエッジサーバのアクセスログを格納する機能も提供します。

配信設定一覧の取得

作成した配信設定の一覧、配信URL、アクセスログステータスを取得します。

配信ステータスがundeployed状態であっても、一覧に含まれます。

配信設定の作成

配信設定が作成されると、コンテンツ配信を開始します。配信設定を作成するには、以下の情報を指定します。

表 220 : 配信設定作成 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

FQDN情報 配信するFQDN情報を、以下のどちらかの形式で指定する

• 独自ドメインを使用する場合：FQDN

注

お客様にてDNSサーバへのCNAME設定が必要です。

• 独自ドメインを使用しない場合：プレフィックス文字列

配信プロトコルスキーム 以下のどちらかを指定する

ヒント

省略した場合は"http"が指定されます。

• HTTPで配信する場合：http
• HTTPSで配信する場合：https

エッジサーバにHTTPでアクセスしてもHTTPSにリダイレクトします。

初期ステータス 配信設定の初期ステータスを指定する

ヒント

省略した場合は"activate"が指定されます。

• 直ちにコンテンツ配信を有効にする場合：activate
• コンテンツ配信を無効にする場合：deactivate

- 401 -



項目 説明 必須

アクセスログ格納先 アクセスログの格納先となる、オブジェクトストレージのコンテナを指定

する

ヒント

空文字列の場合はアクセスログを取得しません。

注

東日本リージョン1 (jp-east-1) のオブジェクトストレージ上

のコンテナにだけ格納できます。

アクセスログのプレフィックス アクセスログのオブジェクト名に付与する、プレフィックス文字列を指定

する

アクセスログの暗号化公開鍵情

報

アクセスログを暗号化するための公開鍵の格納場所を指定する

キャッシュ動作制御ルール 配信に使用するオリジンサーバの指定をしたり、拡張子やパスなどの

条件でキャッシュTTLを指定したりするなど、配信動作をjson形式で

指定する

◯

キャッシュ動作制御ルールは、「マッチ」で指定する条件（例えば「拡張子が.jpg」）に合致したときに、「ビヘイビア」で指

定する振る舞いを実施する（例えば「TTLを指定」）、といった組み合わせの記述です。

ヒント

「マッチ (matches) 」と「ビヘイビア (behaviors) 」の実例はユースケースとキャッシュ動作制御ルールの記述

例を参考にしてください。記述形式については、APIリファレンスもあわせて参照してください。

以下に「マッチ」と「ビヘイビア」に指定可能な項目を示します。

表 221 : マッチ 設定可能項目一覧

項目 説明

URL エンドユーザーがアクセスするURLを特定する文字列を設定する

例：jpg、index.html、/img/*、/* 

メソッド エンドユーザーがアクセスするHTTPメソッドを設定する（例: "GET, POST"）

• GET
• POST
• PUT
• DELETE
• HEAD
• PATCH

スキーム エンドユーザーがアクセスするスキームを設定する

• HTTP
• HTTPS

ヘッダー エンドユーザーがアクセスするヘッダーが、存在するかどうかを設定する

例："User-Agent: xxx yyy zzz"
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表 222 : ビヘイビア 設定可能項目一覧

項目 説明

オリジン設定 オリジンサーバのFQDNと付随情報を指定する

付随情報として、コンテンツ配信サービス経由のアクセスか、オリジンサーバが判断

できる情報を指定する

付随情報の例：

• Hostヘッダー

• キャッシュ条件に影響するキャッシュキー

キャッシュTTL設定 キャッシュTTLを 固定値で指定/オリジンに依存 などと指定する

キャッシュキーで用いるクエリ文字

列
動的だがキャッシュ可能なページにおいて、キャッシュキー識別の振る舞いを指定

する

例：クエリ文字列でセッションIDを含む場合には、そのクエリ文字列を除外する

キャッシュの無効化 エッジサーバのキャッシュを、指定時刻（直ちに、を含む）に無効化する

IPアドレス制限 アクセス可能なエンドユーザーをIPアドレスで限定する（IPv4／IPv6）

オリジンサーバでは、True-Client-IPリクエストヘッダに付与するクライアントIPアド

レスにより識別が可能

地域制限 アクセス可能なエンドユーザーをアクセス元の地域で限定する

リファラ制限 アクセス可能なエンドユーザーをリファラで限定する

トークン検証 アクセス可能なエンドユーザーを認可用トークンで限定する

フェイルオーバ 最初に指定したオリジンサーバがダウンした場合に、別のオリジンサーバからコンテ

ンツを取得する

配信設定の取得

配信設定の内容を取得したいIDを指定すると、以下の内容が取得できます。

• キャッシュ動作制御ルール

• 配信URL
• 配信プロトコル

• 配信ステータス

• アクセスログの格納先

• アクセスログステータス

• アクセスログの暗号化公開鍵情報

配信設定の編集

配信設定の内容を編集したいIDを指定すると、以下の内容を変更できます。

• キャッシュ動作制御ルールの変更

• 配信ステータスの変更

• アクセスログの格納開始／格納停止、格納先の変更、暗号化有無の変更、および暗号化公開鍵情報

注

• キャッシュ動作制御ルールについては、差分ではなく、全内容を指定してください。

• 配信FQDNについては変更できません。
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配信設定の削除

作成済みの配信設定を削除し、コンテンツ配信を停止します。削除すると配信URLは無効となり、エンドユーザーから

アクセスできなくなります。また、アクセスログの格納も停止されます。

注

• 配信設定の削除指示が、すべてのエッジサーバに行き渡るまでには時間がかかります。

• 独自ドメインで配信を行っていた場合は、お客様にてCNAME設定を解除してください。

• 独自ドメインでセキュアーにコンテンツ配信を行っていた場合は、エッジサーバの証明書も削除する必要が

あります。削除する場合は、申込書による申請を行ってください。それまでの間、証明書は課金されます。

キャッシュの消去

オリジンサーバのファイルの差し替えを行った場合、または誤ったファイルを配信してしまった場合に、指定する配

信URLに合致するコンテンツのキャッシュを、エッジサーバから消去します。

キャッシュを消去する方法は、以下の2種類があります。

• キャッシュ削除

エッジサーバ上のキャッシュを削除します。キャッシュを削除すると、エンドユーザーが次回アクセスしたときに、オリジン

サーバへのコンテンツのフェッチ（取得）が必ず発生します。

誤った画像を掲載した場合など、確実にキャッシュを削除したいときに使用してください。

• キャッシュ無効化

エッジサーバ上のキャッシュを無効化します。キャッシュを無効化すると、エンドユーザーが次回アクセスしたときに、オリジ

ンサーバのコンテンツが更新されている場合のみフェッチが発生します。

キャッシュ無効化の場合は、オリジンサーバのコンテンツが更新されていなければ通信は発生しません。オリジンサーバ

やネットワーク帯域の負荷の観点より、通常はキャッシュ無効化を推奨します。

注

キャッシュの消去の指示がすべてのエッジサーバに行き渡るまでに通常5秒程度かかります。

アクセスログ機能

配信設定の作成、または配信設定の編集機能で指定したオブジェクトストレージのコンテナに、アクセスログを格納しま

す。アクセスログの格納は、格納先情報を変更して格納を停止する、または配信設定を削除するまで続けられます。ア

クセスログは格納時に暗号化することもできます（デフォルトは暗号化なし）。

注

アクセスログの格納の開始と停止には、エッジサーバへのアクセス時刻から通常6時間程度のタイムラグがあり

ます。以下に例を示します。

• 6:00にアクセスログを有効化した配信設定を作成し、直ちにエッジサーバにアクセスがあった場合

は、12:00頃にそのアクセスログを得ることができます。

• アクセスログの格納停止は直ちに行われるため、12:30頃にアクセスログの格納を停止すると、およ

そ7:00以降のアクセスログを得ることができません。

アクセスログの格納先として、以下の情報を指定します。

• オブジェクトストレージのコンテナ名

例："container"

注

東日本リージョン1 (jp-east-1) のオブジェクトストレージ上のコンテナにだけ格納できます。

• オブジェクトの擬似パス（省略可）、およびファイル名の冒頭を含むプレフィックス

例："path/PreFix01_"
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アクセスログは配信FQDNごと、最大1時間ごと、通常最大12MB程度ごとに以下のオブジェクト名で格納されます。配

信設定がhttpの場合、末尾に"-h"が付加されます。httpsの場合、"-s"が付加されます。

[プレフィックス][日付][概算開始時刻]-[開始時刻+1時間]-[数字]-[hまたはs].log

アクセスログは、エッジサーバへのアクセスがなかった場合も格納されます。

アクセスログのフォーマットは以下の情報を含むCSV形式です。

注

日時の順序性は保証されません。

表 223 : アクセスログに出力される項目一覧

項目 説明

date 日付 (UTC)

time 時刻 (UTC)

cs-ip クライアントIPアドレス

cs-method GET、POSTなどのHTTPメソッド

cs-uri アクセスのあったファイルのオリジンのURI

（お客様のキャッシュ動作制御ルールのオリジン設定にマッチしない場合は、"-"を
出力）

sc-status 応答したStatus Code

sc-bytes 転送したサイズ（単位：Byte）

time-taken エッジサーバが、リクエストを受けてから応答し終えるまでに要した時間（単位：

ms）

cs (Referer) Referer情報（ない場合は"-"を出力）

cs (User-Agent) User-Agent情報

cs (Cookie) Cookie情報（ない場合は"-"を出力）

アクセスログ出力例：

date,time,cs-ip,cs-method,cs-uri,sc-status,sc-bytes,time-taken,cs(Referer),cs(User-
Agent),cs(Cookie)
2015/11/6,2:10:42,8.8.8.8,GET,/test01-fe102d0e775f4918abe81c17198bd62f.cdn-
edge.cloud.global.fujitsu.com/images/privatenetwork-img-06.jpg,200,62038,82,-,Mozilla/5.0
 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80
 Safari/537.36,_ga=GA1.3.547601374.14474166xx; _gat_UA-290256xx-1=1;
 _ga=GA1.2.547601374.144741663

IPv6／IPv4変換機能

エッジサーバにIPv6／IPv4変換機能（IPv4／IPv6 デュアルスタック）を設定します。設定に従って、アクセス元のIPアド

レスをエッジサーバでIPv4に変換し、オリジンサーバに接続します。

サービス申し込み時に、IPv6／IPv4変換機能を以下から選択します。

• IPv4のみ

アクセス元のIPアドレスのうちIPv4アドレスだけ受け付けます。

• IPv4／IPv6

アクセス元のIPアドレスのうち、IPv4、およびIPv6の両方を受け付けます。

IPv6はIPv4に自動変換されます。
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注

• サービスの申し込み後には、IPv6／IPv4変換機能の設定を変更できません。

• IPv6／IPv4変換機能の設定を変更する場合、現在の契約を解約してから再度サービスの申し込みをし

てください。

設定変更のため、契約を解約して再度サービスの申し込みをした場合、手続きが完了するまでの期

間FQDNでの配信は行えません。

9.2.2 ユースケースとキャッシュ動作制御ルールの記述例
[対象リージョン：全リージョン]

コンテンツ配信サービスを利用するにあたって、典型的なユースケースを例にとり、作業手順とキャッシュ動作制御ルール

の記述例を示します。

• Webサイトのコンテンツ配信

• 独自ドメインでのコンテンツ配信

• セキュアーにコンテンツ配信

• 独自ドメインでセキュアーにコンテンツ配信

• コンテンツの差し替え

• コンテンツの更新頻度の見直し

• 特定条件でのアクセス制限

• コンテンツ配信の終了

Webサイトのコンテンツ配信

• 構築手順の例

1. 仮想サーバを作成し、オリジンサーバとなるWebサーバを構築します。

2. 必要に応じて、ロードバランサー（例: http://lb-001.loadbalancing-jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com）、

データベースなども構築します。

3. オリジンサーバにコンテンツをアップロードします。

4. ブラウザを使用して、オリジンサーバにアクセスできることを確認します。

5. コンテンツ配信サービスAPIを利用して、配信設定を作成します。

このときAPIのパラメーターに指定するキャッシュ動作制御ルールに、ロードバランサーのURLを指定します。キャッ

シュTTLは、仮に3日 (3d) を指定します。

6. API実行の結果、配信URLが取得できます。（例: http://xxx-123abc.cdn-edge.cloud.global.fujitsu.com）

7. ブラウザから、配信URLを入力してアクセスできることを確認します。

• キャッシュ動作制御ルールの例

{
  "rules": [
    {
      "matches": [
        {
          "name": "url-wildcard",
          "value": "/*"
        }
      ],
      "behaviors": [
        {
          "name": "origin",
          "value": "-",
          "params": {
            "digitalProperty": "-",
            "originDomain": "lb-001.loadbalancing-jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com",
            "cacheKeyType": "origin",
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            "cacheKeyValue": "-",
            "hostHeaderType": "origin",
            "hostHeaderValue": "-"
          }
        },
        {
          "name" : "caching",
          "type" : "honor"
          "value" : "3d"
        }
      ]
    }
  ]
}

独自ドメインでのコンテンツ配信

• 構築手順の例

ヒント

独自ドメインの名前解決にDNSサービスを使用する場合、あらかじめお客様の所有するドメイン名

のCNAME設定ができるようにします。詳細は DNSサービスを参照してください。

1. Webサイトのコンテンツ配信に記載した手順などで配信設定を作成し、配信URLを取得します得ます。

このとき、APIパラメーターの配信FQDNには、独自ドメイン（例：www.example.com）を指定します。

2. ブラウザから、配信URLを入力してアクセスできることを確認します。

3. DNSサービスを使用し、CNAMEレコードを作成します。

このとき、CNAMEの設定として、独自ドメインがcommon-http.cdn-edge.cloud.global.fujitsu.comを指すよう

に作成します。

4. ブラウザを使用して、独自ドメインにアクセスできることを確認します。

• キャッシュ動作制御ルールの例

{
  "rules": [
    {
      "matches": [
        {
          "name": "url-wildcard",
          "value": "/*"
        }
      ],
      "behaviors": [
        {
          "name": "origin",
          "value": "-",
          "params": {
            "digitalProperty": "www.example.com",
            "originDomain": "lb-001.loadbalancing-jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com",
            "cacheKeyType": "origin",
            "cacheKeyValue": "-",
            "hostHeaderType": "origin",
            "hostHeaderValue": "-"
          }
        },
        {
          "name" : "caching",
          "type" : "honor"
          "value" : "3d"
        }
      ]
    }
  ]
}
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セキュアーにコンテンツ配信

• 構築手順の例

1. オリジンサーバが、お客様が作成した仮想サーバマシンまたはロードバランサーの場合、SSL証明書を用意してくだ

さい。使用可能な証明書については、 セキュアー配信を参照してください。

ヒント

オリジンサーバがHTTPS接続だけしか受け付けない場合は、443番ポートだけを開放してください。

2. Webサイトのコンテンツ配信に記載した手順で、配信設定を作成します。

このとき、APIパラメーターの配信プロトコルにはhttpsを指定します。さらに、エッジサーバでHTTPSの接続だけを

受け付けるようにするには、キャッシュ動作制御ルールにHTTPSを指定します。

3. API実行の結果、HTTPSの配信URLが取得できます。

4. ブラウザから、配信URLを入力してアクセスできることを確認します。

• キャッシュ動作制御ルールの例

{
  "rules": [
    {
      "matches": [
        {
          "name": "url-wildcard",
          "value": "/*"
        },
        {
          "name": "url-scheme",
          "value": "HTTPS"
        }
      ],
      "behaviors": [
        {
          "name": "origin",
          "value": "-",
          "params": {
            "digitalProperty": "-",
            "originDomain": "lb-001.loadbalancing-jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com",
            "cacheKeyType": "origin",
            "cacheKeyValue": "-",
            "hostHeaderType": "origin",
            "hostHeaderValue": "-"
          }
        },
        {
          "name" : "caching",
          "type" : "honor"
          "value" : "3d"
        }
      ]
    }
  ]
}

独自ドメインでセキュアーにコンテンツ配信

• 構築手順の例

コンテンツ配信に用いたい独自ドメイン名を、仮にwww.example.comとします。オリジンサーバとなるドメイン名を、

仮にorigin.example.comとします。

1. はじめに、オリジンサーバ(origin.example.com)を構築してください。オリジンが仮想サーバ、またはロードバラン

サーの場合は、サーバ証明書をお客様にて用意してインストールします。証明書についてはセキュアー配信を参照

してください。
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2. 申込書で指定する証明書がDV型証明書の場合は、以下の手順を実施してください。その他の型の場合は 3に

進んでください。

a. 認証（ドメイン存在確認）のため、一時的に、www.example.comをDNS CNAMEレコードに

てorigin.example.com に振り向けます。さらに、httpsの443番ポートに加え、httpの80番ポートも開放しま

す。

b. httpで認証に使用するディレクトリへのアクセスをエッジサーバにリダイレクトする設定を行います。サンプルを以

降に示します。

3. 申込書によりwww.example.comの申し込みを行います。詳細は、セキュアー配信を参照してください。

4. 申込書で指定した証明書に応じた、組織存在確認（Validation）を実施してください。

詳細は以下のとおりです。

• DV型証明書

組織存在確認（Validation）は必要ありません。

• OV型／EV型証明書

組織存在確認（Validation）が必要です。

申請組織の存在確認を実施します。

ヒント

お客様や会社の代表メールアドレス・代表者番号などに対して認証局・弊社・Akamai社から連絡

が入る場合があります。

5. 申し込みの完了時に提示する資料の内容を確認し、APIにて配信設定を作成します。このとき、APIパラメーター

の配信プロトコルにはhttps、FQDN情報には申し込み時に指定したFQDN（例 www.example.com）を指定し

ます。

6. ブラウザを使用して、独自ドメインにアクセスできることを確認します。

• Apache httpdの設定ファイル追記例

<Directory "(DocumentRoot)">
(略)
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/.well-known/acme-challenge/ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule . http://dcv.akamai.com%{REQUEST_URI} [L]
</Directory>

• キャッシュ動作制御ルールの例

{
  "rules": [
    {
      "matches": [
        {
          "name": "url-wildcard",
          "value": "/*"
        },
        {
          "name": "url-scheme",
          "value": "HTTPS"
        }
      ],
      "behaviors": [
        {
          "name": "origin",
          "value": "-",
          "params": {
            "digitalProperty": "-",
            "originDomain": "origin.example.com",
            "cacheKeyType": "origin",
            "cacheKeyValue": "-",
            "hostHeaderType": "origin",
            "hostHeaderValue": "-"
          }
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        },
        {
          "name" : "caching",
          "type" : "honor"
          "value" : "3d"
        }
      ]
    }
  ]
}

コンテンツの差し替え

Webサイトのコンテンツ配信に記載した手順で、配信設定を作成済みであることを前提とします。

• 作業手順の例

1. オリジンサーバ上の画像ファイル、PDFファイルなどを差し替えます。

2. エッジサーバ上の指定オブジェクトの「キャッシュの消去」を行います。

3. 一定期間経過後にブラウザから配信URLにアクセスし、差し替えたオブジェクトが表示されることを確認します。

コンテンツの更新頻度の見直し

Webサイトのコンテンツ配信に記載した手順で、配信設定を作成済みであることを前提とします。

• 作業手順の例

1. 指定オブジェクト（URLなど）のTTL設定を1時間に変更します（晴れアイコンなどの画像のキャッシュTTLはそのま

まとします）。

2. 以降は、エッジサーバに1時間キャッシュが保持されます。

• キャッシュ動作制御ルールの例

{
  "rules": [
    {
      "matches": [
        {
          "name": "url-wildcard",
          "value": "/*"
        }
      ],
      "behaviors": [
        {
          "name": "origin",
          "value": "-",
          "params": {
            "digitalProperty": "-",
            "originDomain": "lb-001.loadbalancing-jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com",
            "cacheKeyType": "origin",
            "cacheKeyValue": "-",
            "hostHeaderType": "origin",
            "hostHeaderValue": "-"
          }
        },
        {
          "name" : "caching",
          "type" : "fixed"
          "value" : "3d"
        }
      ],
      "matches": [
        {
          "name": "url-extension",
          "value": "jsp"
        }
      ],
      "behaviors": [
        {
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          "name" : "caching",
          "type" : "fixed"
          "value" : "1h"
        }
      ]
    }
  ]
}

特定条件でのアクセス制限

Webサイトのコンテンツ配信に記載した手順で、配信設定を作成済みであることを前提とします。

• 作業手順の例

1. キャッシュ動作制御ルールを編集し、「配信設定の編集」機能で、指定パス以下のアクセス地域を日本だけに変

更します。

2. 以降は、日本以外からのアクセスが除外されます。

• キャッシュ動作制御ルールの例

{
  "rules": [
    {
      "matches": [
        {
          "name": "url-wildcard",
          "value": "/*"
        }
      ],
      "behaviors": [
        {
          "name": "origin",
          "value": "-",
          "params": {
            "digitalProperty": "-",
            "originDomain": "lb-001.loadbalancing-jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com",
            "cacheKeyType": "origin",
            "cacheKeyValue": "-",
            "hostHeaderType": "origin",
            "hostHeaderValue": "-"
          }
        },
        {
          "name" : "caching",
          "type" : "honor"
          "value" : "3d"
        }
      ],
      "matches": [
        {
          "name": "url-wildcard",
          "value": "/domestic/*"
        }
      ],
      "behaviors": [
        {
          "name": "geo-whitelist",
          "type": "country",
          "value": "JP"
        }
      ]
    }
  ]
}

コンテンツ配信の終了

• 作業手順の例
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1. 独自ドメインを使用している場合は、CNAME先を配信URLから、お客様のオンプレ環境などのURLに戻しま

す。

2. 「配信設定の削除」機能を使用して、配信設定を削除します。
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第 46 章

9.3 レポーティング

9.3.1 レポート機能
[対象リージョン：全リージョン]

エッジサーバからエンドユーザーへのステータスコードの返却状態や、データ転送量などの統計情報をレポートとして作

成・取得します。例えばレポート内のキャッシュヒット率を参照し、キャッシュTTLの見直しなどに役立てることができま

す。また、配信設定ごとや地域ごとにレポート情報を取得することもできます。

レポートの作成機能

プロジェクトの範囲で作成した配信設定の統計情報を作成します。レポートは以下の項目を指定して作成します。

表 224 : レポート作成 設定可能項目一覧

項目 説明 必須

粒度 情報の粒度を以下のどちらかで指定する

• daily：1日刻みのレポートを作成

• hourly：1時間刻み（hh:00～hh:59）のレポートを作成

◯

開始日 開始日 (UTC) を指定する。最長で過去60日以内の範囲で指定

可能

◯

終了日 終了日 (UTC) を指定する。省略すると今日の日付が設定される

注

• 開始日よりも前の日付は指定できません。

• 粒度が「daily」の場合、開始日から31日以内の日付

を指定する必要があります。

• 粒度が「hourly」の場合、開始日から14日以内の日付

を指定する必要があります。

プロトコル どのプロトコルスキームで集約するかを、以下のどれかで指定する

• http：HTTPアクセスに限定

• ssl： HTTPSアクセスに限定

• all：合算（デフォルト）

対象 情報の対象を以下のどちらかで指定する

• 配信設定の合算（デフォルト）

• 特定の配信設定

地域ごとの出力 地域ごとに出力するかを指定する

• true：地域ごとに出力

• false：合算（デフォルト）

取得したいメトリクスのリスト 表 225 : レポートで取得できるメトリクス一覧から、出力したいメトリク

ス名称をカンマ区切りで指定する

◯
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表 225 : レポートで取得できるメトリクス一覧

名称 説明

IncompleteDownloadCount ダウンロードが完了しなかった回数

200Count Status Code 200を応答した回数

206Count Status Code 206を応答した回数

2XXCount Status Code 2XXを応答した回数、およびダウンロードが完了しなかった回数の

合算

302Count Status Code 302を応答した回数

304Count Status Code 304を応答した回数

3XXCount Status Code 3XXを応答した回数の合算

404Count Status Code 404を応答した回数

4XXCount Status Code 4XXを応答した回数の合算

5XXCount Status Code 5XXを応答した回数の合算

RequestCount エンドユーザーからエッジサーバにリクエストした回数の合算

TotalBytes エッジサーバからエンドユーザーへのデータ転送量 [MB]

IngressBytes オリジンサーバからエッジサーバへのデータ転送量 [B]

IngressCount エッジサーバがオリジンサーバへリクエストした回数

IngressRequestBytes エッジサーバからオリジンサーバへのデータ転送量 [B]

OffloadHitRatio エッジサーバによりオリジンサーバのオフロードが行えた割合。キャッシュヒット率。

レポート作成には数分程度かかるため、作成指示を行うと、先にレポートIDが取得できます。作成されたレポートは、レ

ポートIDを指定して「レポートの取得」機能で参照できます。

注

レポートIDの有効期間は、レポート作成後1時間です。その後、自動的に削除されます。

レポートはエッジサーバに集約済みの最新の情報を基に作成され、通常4時間程度で情報が得られ始めます。すべて

のエッジサーバの情報の集約には通常1～2日程度かかります。

ヒント

例えば、1/1の12:00に11:00までのレポートの作成を指示した場合、数分後に得られるレポートは、コンテ

ンツ配信開始日時～およそ1/1 8:00までに集約された暫定的な情報がベースとなっている可能性がありま

す。すべてのエッジサーバからのレポートを得るには、2日後の1/3の12:00頃に再度レポートの作成を指示し

ます。

レポートの取得機能

レポートの作成機能で作成したレポートIDを指定して、レポートをjson形式で取得します。レポートのjsonデータは、以

下のフォーマットとなります。

{
    "headers": [
        {headersの定義(index:0は、"Time"固定(UTC))}
        {headersの定義(index:1以降は、お客様が指定するメトリクスのリストに相当)}
        …
    ],
    "rows": [
        [headersに基づく1行目のデータ],
        …
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        [headersに基づくn行目のデータ],
    ],
    "metadata": {
        "granularity": "daily"(等、お客様が指定した条件),
        …
    }
}

レポートのjsonデータ例：

{
    "headers": [
        {"index": 0, "name": "Time",},
        {"index": 1, "name": "200Count"},
        {"index": 2, "name": "TotalBytes"}
    ],
    "rows": [
        ["2015/12/01 00:00", "47", "100.0"],
        ["2015/12/02 00:00", "30", "67.4"]
    ],
    "metadata": {
        "time_created": "2015/12/10 00:11",
        "granularity": "daily",
        "start_date": "20151201",
        "end_date": "20151202", 
        "delivery_option": "all",
        "metrics": ["200Count", "TotalBytes"],
    }
}
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第 47 章

9.4 アクセスコントロール

9.4.1 アクセスコントロール機能
[対象リージョン：全リージョン]

キャッシュコンテンツを一部のエンドユーザーに限定して配信することができます。例えば地域、IPアドレス、ブラウザのリ

ファラで識別してキャッシュコンテンツへのアクセスを制御できるほか、 認証付き(認可された)コンテンツに対しては認可用

トークンで認可/拒否を判断して、アクセスを制御することができます。

図 85 : コンテンツ配信サービスのアクセスコントロール
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第 10 章: テンプレート

トピック :

• オーケストレーション

[対象リージョン：全リージョン]

ユーザーが構築したIaaSリソースのテンプレートを作成することができる

機能を提供します。
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第 48 章

10.1 オーケストレーション

10.1.1 オーケストレーション機能とは
[対象リージョン：全リージョン]

システム上で提供される複数の仮想リソースを使用して、環境を自動で構築する機能です。

簡単な例として、データベース仮想サーバをバックエンドとするWebシステムの構築を説明します。

オーケストレーション機能では、以下のようなシステムのかたまりを1つの「スタック」として扱います。

図 86 : 自動構築するシステムの例

このスタックを定義するテキストを、「テンプレート」と呼びます。

このテンプレートファイルを、IaaSポータル／API経由でオーケストレーション機能を使用して投入すると、環境を自動で

構築します。
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図 87 : オーケストレーション機能の利用イメージ

10.1.2 スタックの構築 [東日本第1／第2、西日本第1／第2]

10.1.2.1 スタックの構築
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

テンプレート（yaml形式）に定義されたリソース群を、一括配備します。配備されたリソースの一式は、スタックとして管理

します。

注

• スタックの構築をするためには、使用するユーザーに構築先となるプロジェクトの「設計・構築者ロー

ル(cpf_systemowner)」を割り当てておく必要があります。

• parametersセクションを含むテンプレートを使用した場合は、スタックを構築するときに利用者が値を設定

する必要があります。

テンプレートファイルには、配備するリソースに対するパラメーター設定に加えて、以下の内容も記述できます。

• リソースの依存関係を考慮した構築

例）ブロックストレージを作成してから、仮想サーバにアタッチして起動する

• テンプレートからほかのテンプレートを呼び出して、複数のテンプレートを組み合わせた構築

以下の項目を指定して、スタックを構築します。

表 226 : スタックの設定可能項目一覧

項目 説明 必須

スタック名 作成するスタックを識別するための名称を指定する

注

先頭は英字で始まる必要があります。

◯

プロジェクトID スタックを構築するプロジェクトIDを指定する ◯
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項目 説明 必須

テンプレートURL テンプレートを取得できるURLを指定する

「テンプレートURL」か「テンプレート」のどちらかを指定してください。

テンプレート テンプレート文字列を指定する

「テンプレートURL」か「テンプレート」のどちらかを指定してください。

注

「テンプレートURL」と「テンプレート」の両方が指定された

場合は、本項目が優先されます。

environment テンプレートで定義するリソースタイプを、別のリソースタイプに置換す

る。JSON形式で指定する

files ファイル名とファイル内容のマップを、JSON形式で指定する

ヒント

テンプレート内でget_file句を使用する場合に記述しま

す。

param_name-n テンプレートに渡す入力パラメーターのパラメーター名を、「n」の部分に

指定する

ヒント

テンプレート内でget_param句を使用する場合に記述し

ます。

param_value-n テンプレートに渡す入力パラメーターのパラメーター値を、「n」の部分に

指定する

ヒント

テンプレート内でget_param句を使用する場合に記述し

ます。

作成タイムアウト時間 スタック構築処理のタイムアウト時間を、分単位で指定する。デフォル

トは60分

ロールバック設定 スタックの構築に失敗した場合、ロールバックを実施しない指定にする

• true（デフォルト）：作成済みのリソースを削除しない

• false：スタックに含まれる作成済みリソースに対して削除する

注

仮想サーバの配備失敗時に、ロールバックをしてもポートが削除されない場合があります。

テンプレートの記述方法

オートスケール設定例を参照してください。
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10.1.3 スタックの構築 [東日本第3／西日本第3]

10.1.3.1 スタックの構築
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

テンプレート（yaml形式）に定義されたリソース群を一括配備します。配備されたリソース一式は、スタックとして管理しま

す。

テンプレートの詳細については、以下を参照してください。

• Heat Orchestration Template (HOT) specification
• OpenStack Resource Types

注

仮想ルータの SNAT通信設定について

• SNAT通信を行う場合、OS::Neutron::Routerの Optional Propertiesの value_specsパラメータに

nuage_underlayを指定する必要があります。

• nuage_underlayの詳細については、APIリファレンスの「API詳細(Routers)」を参照してください。

設定例

test_router2:
    type: OS::Neutron::Router
    properties:
      external_gateway_info: { network: "fip-net" }
      name: test_router2
      value_specs: { nuage_underlay: "snat" }

アラームを利用したオートスケール

アラームをトリガーとして実行されるオートスケールのスタック定義について説明します。

アラームのリソース種別には OS::AppFormix::Alarmを使用します。テンプレートに定義する項目は以下のとおりです。

注

OS::AppFormix::Alarmは OpenStack Resource Typesに記述されていない独自のリソース種別です。

表 227 : スタック定義の指定項目

項目 値 必須

alarm_name アラームの名前を指定する ◯

alarm_metric アラームの監視項目を以下から指定する

• cpu.usage
• memory.usage
• network.ingress.bit_rate
• network.ingress.packet_rate
• network.ingress.errors
• network.ingress.drops
• network.egress.bit_rate
• network.egress.packet_rate
• network.egress.errors
• network.egress.drops

◯

threshold 監視項目に設定するしきい値（単位は監視項目に依存する）を指定

する

◯
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項目 値 必須

aggregation_function 監視項目の測定方法を以下から指定する

• average
• max
• min
• sum

◯

comparison_function 監視項目としきい値の比較方法を以下から指定する

• below
• equal
• above

◯

duration しきい値との比較に使用する監視項目の値を計測する秒数を指定

する

◯

num_intervals 監視項目の監視を実行する（監視項目の値を計測する）間隔を指

定する

◯

num_exception_intervals アラームが有効になった場合、アラームを有効状態に設定し続ける間

隔を指定する

◯

project_id アラームを適用する仮想サーバのプロジェクトIDを指定する

注

project_idかaggregate_idのどちらか一方を必ず指定し

てください。

aggregate_id テンプレートで作成された仮想サーバを指定する

以下の値を固定で設定してください。

{ GET_PARAM: "OS::STACK_ID" }

注

project_idかaggregate_idのどちらか一方を必ず指定し

てください。

notification_url アラームが有効になったことを通知する先のURLを指定する

アラームをトリガーとしたオートスケールのためには、スケーリングポリシー

のsignal_urlを設定する必要があります。

以下の値を固定で設定してください。

{ get_attr: [scaleup_policy, signal_url] }

◯

以下のテンプレートは、CPUの応答有無に基づいて仮想サーバの数をオートスケールします。

スタック定義の記述例：

description: Example auto scale group, policy and alarm 
resources:
  scaleup_group:
    type: OS::Heat::AutoScalingGroup
    properties:
      cooldown: 60
      desired_capacity: 1
      min_size: 1
      max_size: 3
      resource:
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        type: OS::Nova::Server
        properties:
          key_name: sample_key
          block_device_mapping_v2:
            [{boot_index: '0', device_name: '/dev/vda', volume_size: 10, image:
 'sample_images', delete_on_termination: true}] 
          flavor: S3-1
          name: "test_vm"
          networks: 
            - network : test-net

  scaleup_policy:
    type: OS::Heat::ScalingPolicy
    properties:
      adjustment_type: change_in_capacity
      auto_scaling_group_id: {get_resource: scaleup_group}
      cooldown: 60
      scaling_adjustment: 1

  alarm:
    type: OS::AppFormix::Alarm
    properties:
      alarm_name: 'alarm_vm_cpu'
      alarm_metric: 'cpu.usage'
      aggregation_function: 'average'
      comparison_function: 'above'
      duration: 60
      num_intervals: 1
      num_exception_intervals: 1
      threshold: 80
      aggregate_id: { get_param: "OS::stack_id" }
      notification_url: { get_attr: [scaleup_policy, signal_url] }

ヒント

• スタックが配備されると、仮想サーバ（test_vm）が作成されます。

• アラーム（alarm_vm_cpu）は仮想サーバのCPU使用率（しきい値は80%）を監視します。

• アラームが有効の場合、scaleup_policyは60秒ごとに1台仮想サーバを追加します。

• Max_sizeに指定した値まで仮想サーバが追加されると、scaleup_policyは停止します。

10.1.4 スタックの変更／削除
[対象リージョン：全リージョン]

配備されているスタックを変更または削除します。

注

スタックを変更または削除するには、対象となるスタックが存在するプロジェクトの「設計・構築者ロール

(cpf_systemowner) 」を、操作するユーザーに割り当てておく必要があります。

スタックの変更

スタックの内容を変更するには、既存のスタックに対して新しいテンプレートファイルを適用します。

注

• スタック内のリソースを直接変更しないでください。リソースを変更するにはスタックを更新してください。

• スタックの新規配備時と同様に、parametersセクションを含むテンプレートファイルを使用した場合は、ス

タック変更時にユーザーが値を設定する必要があります。

パラメーターを指定せずにスタックを更新した場合は、スタック作成時の値に戻ります。変更しないパラメー

ターであっても、現状と同じ値を指定したうえでスタックを更新してください。
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スタックの削除

既存のスタックを削除します。
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第 11 章: 監視サービス [東日本
第1／第2、西日本第1／第2]

トピック :

• 機能概要

• リソース監視

• アラーム機能

[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

お客様が構築したIaaSリソース、およびIaaSリソース上でお客様が実行

するアプリケーションに対するモニタリング機能を提供します。
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第 49 章

11.1 機能概要

11.1.1 監視サービスとは
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

お客様のリソース、およびリソース上でお客様が実行するアプリケーションに対するモニタリング機能を提供します 。
• お客様のリソース、およびアプリケーションについて、あらかじめ定義された監視項目に関して対応するデータを収集、

および追跡できます。

収集されたデータは、監視サービスにサンプルとして保存されます。

監視結果に基づき問題を早急に対処し、アプリケーションやビジネスをスムーズに機能させることができます。

• 仮想サーバ、ロードバランサーなどのリソースを監視できます。また、お客様のアプリケーションに合わせた独自の監視

項目を作成し、状態を監視できます。

• APIを利用してサンプルの取得や、アラームの設定でプログラムに通知します。

お客様は、リソースやアプリケーションの状態に基づき、傾向に応じたトラブルシューティングや、自動化されたアクション

を実行できます。

モニタリング（監視）できるリソースは、以下のとおりです。

• ネットワーク

• コンピュート

• ストレージ

• イメージ保管サービス

• データベース

各リソースの監視項目については、付録の監視項目一覧 [東日本第1／第2、西日本第1／第2]を参照してください。
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監視サービスの提供イメージ

図 88 : 監視サービスの概要

提供機能一覧

機能 概要

リソースのモニタリング お客様のリソース（仮想サーバ、ロードバランサーなど）の状態を自動的にモニタリング（監視）

できます。

追加のソフトウェアをインストールする必要はありません。

独自の監視項目によ

るアプリケーションのモ

ニタリング

お客様のアプリケーションに関する独自の監視項目（カスタムメーター）を作成して、アプリケー

ションの状態を監視できます。

アラームの設定 監視項目に対してアラームを設定できます。監視項目が指定のしきい値を超えたときに、メー

ル送信やオートスケールなどのアクションを、自動実行します。

ダッシュボード 管理コンソールにおいて、すべての監視項目に関するサンプルのグラフ、および統計値を表示

します。また、すべてのアラームと、その変更履歴を参照できます。

API 監視項目のサンプル取得機能を含む、すべての操作手段を提供できます。
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第 50 章

11.2 リソース監視

11.2.1 リソースのモニタリング
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

システム上で稼働しているリソースを、自動的にモニタリング（監視）します。リソースごとに定義された監視項目につい

て、対応するデータ（サンプル）を定期的に取得します。

注

監視可能な範囲は同一リージョン内となります。

サンプルの取得

サンプルの統計値は、ダッシュボード上にグラフとして表示されます。また、APIを利用して取得することもできます。取得

するときには以下のパラメーターを指定します。

• 監視項目を特定するための情報

メーター名、リソースID、リソースメタデータ

• 統計種別

平均値、最小値、最大値、合計値、サンプル数

• 統計の算出期間

最短1分～最長2週間

• 取得期間

現在から2週間前までの任意の期間

注

サンプルは2週間分保持されます。2週間以上古いサンプルを保存したい場合は、削除される前にAPIで取

得して別途保存する必要があります。

11.2.2 カスタムメーターによるモニタリング
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

お客様は、監視したい項目が標準の監視項目に存在しない場合、自らのアプリケーションに関する独自の監視項目

（カスタムメーター）を作成し、対応するサンプルを登録してモニタリングできます。

カスタムメーターのサンプルは、お客様自身が、以下の手順で定期的に登録します。

1. アプリケーションのデータを採取する。

2. 採取したデータを、監視サービスにサンプルとして登録する。

また、カスタムメーターに対してアラームを設定することもできます。

カスタムメーターの作成

カスタムメーターは、アプリケーションに関するサンプルを新規登録する際に自動的に作成されます。

ヒント

カスタムメーターの詳細な作成方法については、APIリファレンスの「新規監視項目・サンプルの登録」を参照

してください。

カスタムメーターに対応するサンプルの取得

作成したカスタムメーターに対応するサンプルの統計値は、ダッシュボード上にグラフとして表示されます。また、APIを利

用して取得することもできます。取得するときには以下のパラメーターを指定します。
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• カスタムメーターを特定するための情報

メーター名、リソースID、リソースメタデータ

• 統計種別

平均値、最小値、最大値、合計値、サンプル数

• 統計の算出期間

最短1分～最長2週間

• 取得期間

現在から2週間前までの任意の期間

• 単位

カスタムメーターのサンプルを登録したときに指定した単位
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第 51 章

11.3 アラーム機能

11.3.1 アラームとは
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

アラームというオブジェクトを作成することにより、リソースの監視項目またはカスタムメーターに関して、指定したしきい値

に対するサンプルの統計値を評価し、評価結果に応じたアクション（メール送信やオートスケールなど）を自動実行できま

す。監視項目、しきい値条件、実行するアクションをまとめて、アラームとして扱います。

作成されたアラームは、以下の項目で指定された範囲内のサンプルを対象として定期的に評価を行い、評価結果に応

じて状態遷移します。アラームの状態変化を実行契機（トリガ）とするアクションを設定することにより、メール送信やオー

トスケールなどを自動実行できます。全アラームの評価は同時に行われます。

• アラームの単位評価期間 （秒）

アラームの評価時点から過去にさかのぼり、ここで指定した間隔で、登録されたサンプルの統計値を評価します。

注

設定値は、サンプルの登録間隔よりも大きな値を指定してください。指定した値がサンプルの登録間隔以

下の場合は、サンプルがアラームの評価期間に含まれず、アラームの状態がINSUFFICIENT_DATAに遷

移します。サンプルの登録間隔は監視項目により異なります。

監視項目ごとのサンプルの登録間隔は、付録の監視項目一覧 [東日本第1／第2、西日本第1／

第2]を参照してください。

• アラームの評価期間数

アラームの評価時に、「アラームの単位評価期間」ごとに、指定した回数分だけアラームを評価します。

アラームの評価（サンプルの統計値としきい値の比較）は、監視サービスにおいて定義された固定の間隔（60秒）ごとに

行われます。

アラームの評価例

アラームで指定した監視項目のサンプルが10分間隔で登録される場合を例として、アラームの評価について説明しま

す。

図 89 : アラームの評価例

上図の通り、アラームの単位評価期間が1200（秒）、アラームの評価期間が2として設定された場合、60秒ごとに次の

とおり評価します。

• アラームの単位評価期間の1200秒だけ過去にさかのぼり、その期間に登録されている2個のサンプルの統計値（平

均値など）を評価します。

• アラームの単位評価期間の2回分をそれぞれ評価します。

- 430 -



11.3.2 アラームの設定
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

アラームの作成

以下のパラメーターを指定して、アラームを作成します。

• 監視項目の情報

メーター名、リソースID、リソースメタデータ

• しきい値条件

• しきい値条件

以上、以下、未満、より大きい

• 統計種別

平均値、最小値、最大値、合計値

• アラームの単位評価期間（秒）

最短60秒（1分）～最長86400秒（1日）

• アラームの評価期間数

「アラームの単位評価期間（秒）」の回数

• アクション設定

以下に示す各アラームの状態に対して、アクションを定義します。アクションは、アラームの状態が遷移したときだけ実

行されます。

表 228 : アラームの状態一覧

状態 説明

OK アラームのしきい値条件を満たさない状態（異常がない

状態）

ALARM アラームのしきい値条件を満たした状態

INSUFFICIENT_DATA アラームを評価するためのサンプルが存在しない状態

例：監視対象の仮想サーバが停止し、CPU使用率など

の性能データが監視サービスに保存されていない場合な

どに、この状態に遷移することがあります。

注

アラームのメール通知は遅延することがあります。

アラームの履歴参照

監視サービスにはアラームに関する以下の履歴が保存され、参照することができます。

表 229 : アラームの履歴項目一覧

項目 説明

Date 各履歴の日時
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項目 説明

設定変更 アラームに対する操作イベント情報

• 作成：アラームの作成時に指定した情報

• 削除：削除したアラームの情報

• 設定変更：変更前または変更後のアラームの情報

状態変更 状態変更時の情報

• 変更前または変更後の状態（例：OK→NG）

• 変更した理由（例：しきい値を超過した）

• 変更前または変更後の測定値

• アラームに設定した監視項目のしきい値条件

Type

アクション 実行されたアクションの情報

• アクション実行結果

• 通知先（メールの場合）

• メッセージ（メールの場合）

• トリガとなった状態変更日時

Description 各履歴の説明

注

変更履歴は最大2週間分保持されます。2週間以上古い変更履歴を保存したい場合は、削除される前

にAPIで取得して別途保存する必要があります。
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第 12 章: 監視サービス [東日本
第3／西日本第3]

トピック :

• 機能概要

• モニタリング

• プライベートリソースモニタリング

• アラーム

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

お客様がIaaS上に構築した仮想サーバを監視するための機能を提供し

ます。
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第 52 章

12.1 機能概要

12.1.1 監視サービスとは
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

監視サービスは、以下の特徴があります。

• 仮想サーバのCPU使用率などの状態を監視できます。

また、異常があればすぐに通知できます。そのため、リソースに起因するトラブルをすぐに把握できます。

通知方法はメールでの通知が利用できるため、お客様の環境にあわせて柔軟な運用ができます。

• リソースの負荷状態を監視することで、最適なリソース配分が行えるため、性能劣化などの原因となるリソース不足を

事前に防ぐことができます。

監視サービスの提供イメージ

図 90 : 監視サービスの提供イメージ

提供機能一覧

監視サービスは、以下の機能を提供します。

機能名 説明

モニタリング 仮想サーバのCPU使用率や通信量などをIaaSポータル画面で確認できます。

プライベートリソースモ

ニタリング

プライベートリソースサービス（サーバ／ストレージ専有型）の物理ホストや物理ストレージの

キャパシティ情報などを、APIで取得できます。
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機能名 説明

アラーム 監視項目（仮想サーバのCPU使用率や通信量など）が条件（※）を満たした場合、その時の

監視項目の状態を検知できます。また、検知後にオーケストレーションやメール通知を実行で

きます。

※：条件は、スタックやアラームの作成時に指定できます。
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第 53 章

12.2 モニタリング

12.2.1 モニタリングとは
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

仮想サーバのCPU使用率や通信量などをIaaSポータル画面で確認できます。

監視可能な項目については、監視項目一覧 [東日本第3／西日本第3]を参照してください。

注

本機能はIaaSポータルで利用できます。APIでは利用できません。
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第 54 章

12.3 プライベートリソースモニタリング

12.3.1 プライベートリソースモニタリングとは
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

プライベートリソースサービス（サーバ／ストレージ専有型）の物理ホストや物理ストレージのキャパシティ情報など

を、APIまたはIaaSポータルから取得できます。

12.3.2 プライベートリソースモニタリング情報
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

プライベートリソースモニタリングは、以下の情報をモニタリングできます。

プライベートリソースモニタリング情報 説明 対応API

物理ホストの変更履歴情報 定期的に収集している仮想サーバの

配備先の物理ホスト名の履歴

/v1.0/{project_id}/host_history

物理ホスト上の仮想サーバ情報 定期的に収集している物理ホスト上

の仮想サーバ情報

/v1.0/hosts

物理ホストの起動状態 現在の物理ホストの起動状態 /v1.0/hosts

物理ホストのキャパシティ情報 定期的に収集している物理ホスト毎

のキャパシティ情報

/v1.0/capacity/hosts

物理ストレージのキャパシティ情報 定期的に収集している物理ストレー

ジ全体のキャパシテ情報

/v1.0/capacity/storages
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第 55 章

12.4 アラーム

12.4.1 アラームとは
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

監視項目（仮想サーバのCPU使用率や通信量など）が条件を満たした場合、その時の監視項目の状態を検知できま

す。また、検知後にオーケストレーションやメール通知を実行できます。

アラームは、プロジェクト内に作成されたすべての仮想サーバが監視対象です。

個別の仮想サーバを指定する場合は、以下のどちらかを実施してください。

• アラーム登録時のリクエストに特定の仮想サーバのIDを指定する

• 集合体（aggregate）を作成し、そのAggregateIdを指定する

集合体（aggregate）の作成方法は「 Create a new aggregate」を参照してください。

注

個別の仮想サーバを指定する場合は、IaaSポータル画面でアラームの作成はできません。APIを利用してく

ださい。

オーケストレーションについては、「オーケストレーション」を参照してください。

メールは、以下の権限ユーザーに通知されます。

• 契約者ロール（cpf_org_manager）
• 全体管理者ロール（cpf_admin）

注

• オーケストレーションで作成したアラームに対しては、アラームの履歴を参照できません。また、監視項目が

条件を満たした際のメール通知も指定できません。

• アラームのメール通知は遅延することがあります。

• 新規作成時のアラーム処理は条件にかかわらず実行され、作成時の内容がアラームの履歴に登録されま

す。アラーム時のアクションを設定した場合は、メール通知が実行されます。

• アラームのメール通知は、以下の上限があります。

• 件名：100文字

• メール本文：512Kbyte

上限を超えた場合は、後続の文字列を削除して省略文字”..”に置き換えます。そのため、件名のアラーム

名が省略されることがあります。

アラームの作成

以下のパラメーターを指定して、アラームを作成します。

表 230 : モニタリングデータ取得時に指定するパラメーター

パラメーター 説明

アラーム名 アラームの名前

Severity アラームの重要度

以下の値を指定できます。

• infomation
• warning
• error
• critical
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パラメーター 説明

アラーム時のアクション 以下のタイミングで実行される処理です。メール通知を指定できます。

• 監視項目が条件を満たした時

• 監視項目が条件を満たさなくなった時

• アラームの状態が無効になった時

アラームの初期作成時に「メール通知」を指定した場合は、作成時のス

テータスでメールが通知されます。

通知する内容は以下のとおりです。

• 件名

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O. Alarm service:{ドメイン

名}{発生時のアラームの状態}{アラーム名}

例：

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O. Alarm service:
domainA,active,alarmA

• メール本文

• {件名}
• {アラーム詳細}
• {監視設定詳細}

設定値の詳細は「Create a new Alarm」を参照してください。

例：

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O. Alarm 
service:domainA,active,alarmA

# Details
Instance instanceA on Host sv-xx_management_jp-
east-3_local: average memory.usage above 90 {
u'Sample_Value': 90.38}

# Definition

{"aggregationFunction":"average","
intervalDuration":"43200","severity":"error","
module":"alarms","intervalCount":"1","
metricType":"memory.usage","name":"alarmA","
eventRuleId":"pgbdoa1emqusjpr","mode":"alert","
intervalsWithException":"1","threshold":"90","
comparisonFunction":"above"}

アラームの状態 アラームの状態（監視の有効／無効）

以下の値を指定できます。

• 有効

• 無効

監視設定 リソース種別 監視するリソースの種別

仮想サーバを指定できます。
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パラメーター 説明

監視項目 監視対象となる項目（CPU使用率など）

指定可能な監視項目については「監視項目一覧 [東日本第3／西日

本第3]」を参照してください。

統計量 監視項目の値の統計方法

以下の値を指定できます。

• average（平均）

• max（最大）

• min（最小）

• sum（合計）

しきい値 監視項目に設定するしきい値（境目となる値）

比較演算子 監視項目の値としきい値の比較方法

以下の値を指定できます。

• equal（同じ）

• above（以上）

• below（以下）

条件

判定間隔 監視項目の値を判定する間隔

アラームの履歴参照

アラームの履歴を取得できます。取得できる履歴項目は、以下のとおりです。

表 231 : アラームの履歴項目一覧

項目 説明

発生日時（UTC） アラームの状態が切り替わった日時

発生時のアラーム状態 アラームの状態

以下の種類があります。

• active: 監視の条件に一致した場合

• inactive: 監視の条件に一致しなくなった場合

• disabled: アラームが無効になった場合

• triggered: 監視の条件に一致した場合 
オーケストレーションで作成したアラームだけ、この値です。

アラームの内容 仮想サーバの情報

以下の情報があります。

• 仮想サーバ名

• 監視項目

• しきい値

• 比較演算子

• 統計量

• 仮想サーバの監視項目の値
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注

アラームの履歴は、当月と前月の履歴情報を保持します。
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第 13 章: セキュリティ

トピック :

• IPS/IDS

[対象リージョン：全リージョン]

仮想サーバに対するセキュリティソリューションを提供します。
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第 56 章

13.1 IPS/IDS

13.1.1 Trend Micro Cloud One Workload Security
[対象リージョン：全リージョン]

トレンドマイクロ社が、クラウド上で提供する管理サーバから 「Cloud One Workload Security」を提供し、お客様が

配備した仮想サーバのセキュリティ機能を集中管理します。

図 91 : Trend Micro Cloud One Workload Securityオプションの全体像

提供機能

配備した仮想サーバにWorkload Security エージェントソフトウェア（DSA）をインストールして、以下のセキュリティ機能

を使用した多層防御を実現します。インストールの方法については、『Welcom to Trend Micro（外部サイト）』のペー

ジの事前準備から運用開始までのステップの説明を参照してください。

表 232 : 提供されるセキュリティ機能

セキュリティ機能 内容

不正プログラム対策機能 マルウェア／ウイルスを検知／防御

ファイアウォール機能 IPアドレスやポート等を設定したルールにて、不正な通信を遮断／検知

アプリケーションコントロール機能 ソフトウェアを監視し、承認されていないソフトウェアを検知し、当該ソフトウェ

アの実行を許可／ブロック

Webレピュテーション機能 HTTPアクセスを監視し、不正なサイトへの接続をブロック

侵入防御機能 ルール（仮想パッチ）を適用し、脆弱性をついた攻撃を遮断／検知

変更監視機能 フォルダ／ファイルをモニタリングし、ルールに合致した変更を検知

セキュリティログ監視機能 ログをモニタリングし、ルールに合致したロギングを検知
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利用方法

図 92 : Trend Micro Cloud One Workload Securityオプション 利用の流れ

注意事項

• 仮想サーバ1台ごとに、1ライセンスの申し込みが必要です。

• エージェントがインストールされた仮想サーバを削除しても、本オプションサービスの費用は申し込んだライセンス数に応

じて課金されます。

ライセンスの解約

ライセンスを解約する場合は、『Trend Micro Cloud One Workload Securityオプション解約申込書』の提出が必要

です。詳しくは、 IaaSサービス公開ホームページを参照してください。
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第 14 章: 管理

トピック :

• 機能概要

• 契約管理

• 利用者管理

• 鍵管理

[対象リージョン：全リージョン]

リソースの利用権限を管理する機能を提供します。
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第 57 章

14.1 機能概要

14.1.1 知っておくべきこと
[対象リージョン：全リージョン]

利用者管理機能において提供される概念について説明します。

IaaSでは、利用者が各ユーザーを作成し、そのユーザーを使ってシステムにログインしてサービスを利用します。仮想リ

ソースを作成して運用するためには、以下の図に示す「ユーザー」を作成する必要があります。

図 93 : 利用者管理機能で提供される概念の関係図

ドメイン

サービス契約の単位で、本サービスと契約した組織が利用できる範囲を表します。利用契約が完了した時点でシステ

ムから契約番号が払い出され、ドメイン名にはその契約番号が設定されます。

ユーザー

システムにログインして、サービスが提供する機能を利用したり、資源を管理したりする「人」を表します。

プロジェクト

ユーザーが所属する組織を表します。ドメイン内に複数作成できます。ほとんどの仮想リソースはプロジェクトの配下に作

成されるため、例えば、会社内の部門単位でプロジェクトを作成して利用することで、各部門の運用体系に合わせたシ

ステム管理が可能です。

グループ

複数のユーザーを所属させることができる集合体です。ユーザーの権限を一括で管理する場合などに利用します。

ロール

ユーザーやグループに権限を割り当てるための情報です。以下の6種類のロールがあらかじめ定義されており、ユーザーの

役割に合わせて利用します。

• 契約者ロール
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• 全体管理者ロール

• 設計・構築者ロール

• 運用者ロール

• 監視者ロール

• メンバーロール

図 94 : ドメイン、グループ、ユーザーとロールの関係図

14.1.2 運用開始までの流れ
[対象リージョン：全リージョン]

ドメインやプロジェクトを作成し、仮想リソースを運用するためには契約者が最初のユーザーを作成します。新規ユーザー

を作成すると同時に1つの契約番号（ドメイン）が付与されます。
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ユーザーの操作手順

図 95 : サインアップから運用開始までの流れ

新規登録、およびユーザー管理機能については、『FJcloudポータルユーザーズガイド』を参照してください。
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第 58 章

14.2 契約管理

14.2.1 リージョン管理
[対象リージョン：全リージョン]

契約時から利用中のリージョンに加えて、別のリージョンを利用開始するための機能、および利用中のリージョンに関する

情報を取得する機能を提供します。

注

リージョンの管理できるのは、契約者のロールを持つユーザーだけです。

提供機能

• デフォルトリージョン

FJcloudポータルから契約番号（ドメイン）を取得する際、最初から利用可能なリージョンとして設定されます。

ヒント

新規登録時に選択したリージョンが、デフォルトリージョンです。

• リージョン利用開始機能

まだ利用していないリージョンに対してリソースなどの配備ができるように、リージョンの利用開始処理を行います。

注

• 本機能で利用開始処理を実行したリージョンに対し、多重に利用開始処理を実行しないでください。

• 本機能を実行しても、対象のリージョンをすぐには利用できません。利用中リージョンの情報取得機能で

状態を確認し、「利用可」になってから利用してください。

• リージョン一覧機能

IaaSサービスとして提供しているリージョンの一覧を取得します。

• 利用中リージョンの情報取得機能

これまで利用開始処理を行ったリージョンの一覧、およびそのリージョンの利用可否状態を確認します。

以下の2つの状態があります。

• 利用可(active)
• 準備中(ready)

また、デフォルトリージョンについても情報を取得できます。
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第 59 章

14.3 利用者管理

14.3.1 機能概要

14.3.1.1 グローバル利用者管理とは
[対象リージョン：全リージョン]

グローバル利用者管理機能として、ユーザー、グループなどのグローバルリソースの管理機能を提供します。

利用者管理サービスにおけるグローバルリソース

利用者管理サービスで操作するリソースのうち、すべてのリージョンで同一のものが存在する以下のリソースを指します。

• グローバルトークン

• 契約番号（ドメイン）

• ユーザー

• グループ

• プリセットロール

14.3.1.2 リージョナル利用者管理とは
[対象リージョン：全リージョン]

リージョナル利用者管理機能として、プロジェクト、ロール割当てなどのリージョナルリソースの管理機能を提供します。

利用者管理サービスにおけるリージョナルリソース

利用者管理サービスで操作するリソースのうち、リージョンごとに独立して存在する以下のリソースを指します。

• リージョナルトークン

• プロジェクト

• ロール割当て

14.3.1.3 プリセットロールと権限について
[対象リージョン：全リージョン]

ドメイン内のシステム操作に関する権限の組み合わせが、プリセットロールとして定義されています。グループおよびユー

ザーに対してプリセットロールを割り当てて、仮想リソースに対する操作を制御します。

契約者ロール (cpf_org_manager)

サービス契約時に作成されるユーザーが属するロールで、契約全体を管理します。契約者はサービス解約処理ができま

す。

全体管理者ロール (cpf_admin)

全体管理者が作成できるロールです。ドメイン内の管理者であり、ドメイン内のすべてのプロジェクトに対する操作ができ

ます。

ヒント

サービス契約時に作成されるユーザーには、契約者ロールと全体管理者ロールが設定されます。
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注

全体管理者ロール (cpf_admin) の権限をユーザーに直接割り当てることはできません。

ユーザーに全体管理者ロールを設定する場合

全体管理者ロールが付与されたグループとして、domainmanagerグループが用意されています。こ

のdomainmanagerグループへユーザーを追加してください。

設計・構築者ロール (cpf_systemowner)

契約者または全体管理者が作成できるロールです。プロジェクト内で、資源の追加、削除、仮想サーバの起動などリ

ソースに関する操作ができます。

運用者ロール (cpf_operator)

契約者または全体管理者が作成できるロールです。プロジェクト内で、設計・構築者ロールから資源の追加、削除を除

いた運用操作ができます。

監視者ロール (cpf_observer)

契約者または全体管理者が作成できるロールです。プロジェクト内で、リソースの監視操作ができます。

メンバーロール (_member_)

すべてのユーザーに割り当てられるロールです。一般的なユーザー権限で、パスワード変更など自身に関する操作ができ

ます。

契約者ロール (cpf_org_manager_provisional)

FJcloudポータルからの新規利用登録後（アクティベーションされるまで）のユーザーが属するロールです。

注

お客様がこのロールを割り当てることはできません。

契約者ロール (cpf_org_manager_cancelled)

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-Oサービスを解約処理中のユーザーが属するロールです。

注

お客様がこのロールを割り当てることはできません。

トライアルロール (cpf_trial)

トライアル利用中のユーザーが属するロールです。

注

お客様がこのロールを割り当てることはできません。

14.3.2 グローバル利用者管理

14.3.2.1 グループ管理機能

14.3.2.1.1 グループ管理
[対象リージョン：全リージョン]

グループの作成、グループの削除、グループに所属させるユーザーの管理などができます。グループに所属しているユー

ザーのプロジェクト参加、ロールの設定など一括で管理できます。
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注

グループの管理をするためには、以下の条件を満たす必要があります。

• 全体管理者のロールを持つユーザーを使用します。

• グローバル利用者管理で認証処理を行い、グローバルトークンを取得します。

• グループの管理操作はグローバルトークンを用いて、グローバル利用者管理を使用します。

グループの作成

ドメイン内にグループを作成します。設定可能な項目は以下のとおりです。

注

グループはドメイン内に複数作成できますが、グループをグループに所属させることはできません。

表 233 : グループに設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

グループ名 グループを識別する名称を指定する

注

グループ名は、ドメイン内で一意である必要があります。

◯

グループの説明 作成するグループの説明を指定する

ドメインID グループを作成するドメインIDを指定する

• ドメインID：自分の所属するドメイン

◯

グループ情報の変更

既存のグループの設定内容を変更します。変更可能な項目は以下のとおりです。

表 234 : グループに設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

グループ名 グループを識別する名称を指定する

注

グループ名は、ドメイン内で一意である必要があります。

◯

グループの説明 作成するグループの説明を指定する

ドメインID グループを作成するドメインIDを指定する

• ドメインID：自分の所属するドメイン

◯

グループへのユーザー追加／削除

グループに所属させたいユーザーを指定して追加したり、グループからユーザーを削除（除外）したりすることができます。

グループの削除

既存のグループを削除します。
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注

グループを削除しても所属しているユーザーは削除されません。

14.3.3 リージョナル利用者管理

14.3.3.1 プロジェクト管理機能

14.3.3.1.1 プロジェクト管理
[対象リージョン：全リージョン]

契約内で利用する仮想リソースを、プロジェクトという単位で分割して管理します。会社内の組織または部門で使用す

る仮想システムを、明確に分けて管理したい場合などに利用します。

プロジェクト内の仮想リソースを、特定のユーザーおよびグループから利用させたい場合、そのユーザーおよびグループをプ

ロジェクトに所属させることで制御できます。

全体管理者のロールを持たないユーザーは、所属するプロジェクト内のリソースだけ操作できます。ロールとプロジェクトを

組み合わせることにより、他プロジェクトの仮想システムの運用操作はさせない、といった制御ができます。

注

プロジェクトを管理するためには、以下の条件を満たす必要があります。

• 全体管理者のロールを持つユーザーを使用します。

• 管理したいプロジェクトが所属するリージョンの、リージョナル利用者管理で認証処理を行い、リージョナル

トークンを取得します。

• プロジェクトの管理操作はリージョナルトークンを用いて、リージョナル利用者管理を使用します。

デフォルトプロジェクト

FJcloudポータルからユーザーを作成する際、契約者ユーザーのデフォルトプロジェクトが作成済みユーザーに設定されま

す。ユーザーに設定されたデフォルトプロジェクトは変更できません。

デフォルトプロジェクトの情報は利用中のリージョンすべてで同期され、各リージョンで利用できます。

注

デフォルトプロジェクト自体の情報はリージョン間で同期されますが、そこに属する仮想リソースは、それぞれの

リージョナルサービスを利用して操作してください。

プロジェクトの作成

ドメイン内にプロジェクトを作成します。設定可能な項目は以下のとおりです。

表 235 : プロジェクトに設定可能な項目一覧

項目 説明 必須

プロジェクト名 プロジェクトの名称を指定する

注

プロジェクト名は、リージョン内で一意である必要がありま

す。

◯

プロジェクトの説明 プロジェクトの説明を指定する

プロジェクトの変更

既存のプロジェクトの設定内容を変更します。変更可能な項目は以下のとおりです。
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表 236 : プロジェクトに変更可能な項目一覧

項目 説明 必須

プロジェクト名 プロジェクトの名称を指定する

注

プロジェクト名は、リージョン内で一意である必要がありま

す。

◯

プロジェクトの説明 プロジェクトの説明を指定する

プロジェクトの無効化

既存のプロジェクトが不要になった場合、削除ができないためプロジェクトを無効化します。ただし、デフォルトプロジェクト

は無効化できません。

重要

プロジェクトを無効化しても、配下の仮想リソースは自動的には返却されず、仮想サーバ、グローバルIPアドレ

ス、仮想ルータ、ファイアーウォールなどの稼働状態も維持されたままとなります。仮想リソースも不要の場合

は、プロジェクトを無効化する前にすべて返却してください。

14.3.3.2 ロール管理機能

14.3.3.2.1 ロールの割当て
[対象リージョン：全リージョン]

システムに登録されているロールをユーザーに割り当てて、役割ごとの操作権限を与えます。

ロールは標準で用意されているもの（プリセットロールと権限について）が利用できます。

ユーザーまたはグループをプロジェクトに参加させるには、ロールを選択して割り当てます。

注

ロールの割当てを管理するためには、以下の条件を満たす必要があります。

• 全体管理者のロールを持つユーザーを使用します。

• 管理したいプロジェクトが所属するリージョンの、リージョナル利用者管理で認証処理を行い、リージョナル

トークンを取得します。

• プロジェクトの管理操作はリージョナルトークンを用いて、リージョナル利用者管理を使用します。
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図 96 : ロールの割当て例
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第 60 章

14.4 鍵管理

14.4.1 鍵管理機能
[対象リージョン：全リージョン]

SSL通信に必要な鍵情報を、一元管理する機能を提供します。ユーザーが自身で作成し登録した鍵情報 、または

負荷分散サービスなどから登録した鍵情報を利用できます。

鍵情報の管理

ユーザーが作成したPEM形式の鍵情報を登録、管理します。

表 237 : 鍵情報登録時に設定可能な項目一覧

項目 説明

鍵情報名 鍵情報の名称を指定する

暗号化アルゴリズム 登録される鍵情報の暗号化アルゴリズムを指定する

モード 秘密情報に関連付いたアルゴリズムのモードを指定する

鍵長 暗号化時の鍵長を8の倍数で指定する

保持期限 指定した期限を過ぎると、登録した鍵情報が自動的に削除される。指定し

ない場合、無期限になる

ヒント

現時刻より未来の値を、「YYYY-MM-DDThh:mm:ss.
SSSSSS」の形式で指定します。

秘密情報 登録する秘密情報を指定する

注

• 必ず「-----BEGIN XXXX-----」、「-----END XXXX-----」を含

めた形式で指定します。

• 指定した秘密情報がPEM形式かどうかのチェックは行いませ

ん。事前に正しい形式かをチェックしてください。

秘密情報のコンテンツタイプ 秘密情報を参照する場合のコンテンツタイプを指定する

• text/plain
• application/octetstream

注

秘密情報を指定した場合、本項目は必須項目になります。

秘密情報のエンコード形式 エンコード形式 (base64) を指定する

注

秘密情報のコンテンツタイプに「text/plain」を指定した場合、本項

目は指定できません。
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PEM形式とは、以下のようなテキストデータを指します。

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+TCCA+GgAwIBAgIQU306HIX4KsioTW1s2A2krTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBtTELMAkGA1UEBh
MCVVMxFzAVBgNVBAoTDlZlcmlTaWduLCBJbmMuMR8wHQYDVQQL........
NM856xjqhJCPxYzk9buuCl1B4Kzu0CTbexz/iEgYV+DiuTxcfA4uhwMDSe0nynbn1qiwRk450mCOnq
H4ly4P4lXo02t4A/DI1I8ZNct/Qfl69a2Lf6vc9rF7BELT0e5YR7CKx7fc5xRaeQdyGj/dJevm9BF/mSdnclS5vas=
-----END CERTIFICATE-----

証明書情報の管理

SSL通信時に必要な以下の鍵情報を、1つの証明書情報として管理します。

• SSL証明書

• CA証明書（中間認証局の情報も含む）

• 秘密鍵

• DH (Diffie Hellman) キー
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第 15 章: DEX（Digital enhanced
EXchange）

トピック :

• 機能概要

[対象リージョン：全リージョン]

IaaS環境とユーザーが別途契約しているホスティング環境やオンプレミ

ス環境などの間の閉域接続機能、およびポートを提供するサービスで

す。詳細については、「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud Digital
enhanced EXchange利用ガイド」を参照してください。
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第 61 章

15.1 機能概要

15.1.1 Digital enhanced EXchange
[対象リージョン：全リージョン]

IaaS環境と契約者が別途契約しているホスティング環境、オンプレミス環境などを閉域接続する機能、およびポートを

提供します。

本サービスの提供内容については「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud Digital enhanced EXchange サービス

仕様書」を参照してください。

事前に申し込みが必要です。「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud Digital enhanced EXchange申込書」につ

いては、弊社担当に連絡してください。

提供メニュー

• クロスコネクト for FJcloud-O
• 東西エリアコネクト

• クラウドコネクト for Azure ExpressRoute
• クラウドコネクト for AWS Direct Connect
• クラウドコネクト for GCP Cloud Interconnect
• WANコネクト for FENICS
• WANコネクト for キャリア

• データセンターアウトソーシング環境接続

15.1.2 ダイレクトポート接続機能
[対象リージョン：全リージョン]

インターネットおよびプライベート接続機能を経由せず、IaaS環境とL2／L3で直接接続する物理ポートを提供します。

本サービスの提供内容については「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud Digital enhanced EXchangeサービス

仕様書」を参照してください。

事前に申し込みが必要です。「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud Digital enhanced EXchange申込書」につ

いては、弊社担当に連絡してください。

提供メニュー

• ダイレクトポート提供（L3接続）

• ダイレクトポート提供（L2接続）
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第 16 章: ベアメタルサービス

トピック :

• ベアメタルサービスとは

• 提供機能

• 設定項目

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ベアメタルサービスとは、お客様専有の物理サーバやストレージを提供す

るサービスです。
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第 62 章

16.1 ベアメタルサービスとは

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

お客様専用の物理サーバ（ベアメタルサーバ）や、複数の物理サーバ（ベアメタルサーバ）と接続可能な ストレージ（共有

ストレージ、ブロックストレージ（iSCSI））を提供するサービスです。

図 97 : ベアメタルサービスの利用イメージ
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図 98 : ベアメタルサービスの利用イメージ（仮想サーバを接続する場合）

※：ベアメタルサービス用のネットワークに仮想サーバを接続する場合は、同一サブネット上に仮想サーバを2台以上接続してく

ださい。仮想サーバが1台の場合の動作は保証できません。

特徴

• お客様の物理サーバでハードウェアの性能を最大限に活用できるため、高い処理能力と安定したパフォーマンスを提供しま

す。

• 高性能なデータベースサーバやビッグデータの解析など、高速処理が必要とされる用途に適しています。

• ハイパーバイザーと組み合わせて、専用の仮想環境としても利用できます。

• ハードウェアの故障によるパーツ交換などは、弊社が実施致します。

• 共有ストレージ、または ブロックストレージ（iSCSI）を作成することで、データのバックアップや複数のベアメタルサーバ間での

データ共有ができます。

ヒント

ベアメタルサーバの作成には「ベアメタルサービス申込書」の記入が必要です。詳細は、ベアメタルサーバの作成を参

照してください。

利用の流れ

ベアメタルサービスを利用するために必要な作業を示します。
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図 99 : ベアメタルサービス利用の流れ
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第 63 章

16.2 提供機能

16.2.1 ベアメタルサーバ
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

お客様専有の物理サーバ（ベアメタルサーバ）を提供します。

ベアメタルサーバタイプ

提供するサーバタイプは以下のとおりです。

長期利用モデルは、同一サーバを5年以上継続して利用できるモデルです。

表 238 : ベアメタルサーバタイプ一覧

提供リージョンベアメタルサーバタイプ

東日本第3 西日本第3

タイプ1（※） 〇

タイプ2（※） 〇

タイプ3（※） 〇 〇

タイプ4 〇 〇

タイプ5（※） 〇

タイプ5a 〇

タイプ3（長期利用モデル）（※） 〇 〇

タイプ4（長期利用モデル） 〇 〇

タイプ5（長期利用モデル）（※） 〇 〇

タイプ5a（長期利用モデル） 〇

※：新規受付を停止しました。

スペック

提供するベアメタルサーバのスペックは以下のとおりです。

表 239 : 提供するサーバのスペック

項目 タイプ1 タイプ2 タイプ3／タイプ

3（長期利用モ

デル）

タイプ4／タイプ

4（長期利用モ

デル）

タイプ5／タイプ

5（長期利用モ

デル）（※4）

タイプ5a／タイ

プ5a（長期利

用モデル）（※
4）

サーバ機種 PRIMERGY RX2530 M4 PRIMERGY RX2530 M5

CPU Xeon 6130（
16core/2.
1GHz）x 2 
（※1）

Xeon 6142（
16core/2.
60GHz）x 2 
（※1）

Xeon 5222
(4core/3.
80GHz) x1 
（※2）

Xeon 6242
(16core/2.
8GHz) x1 
（※2）

Xeon 5222
(4core/3.
80GHz) x1  
（※2）

Xeon 5222
(4core/3.
80GHz) x1 
（※2）

メモリ 256GB 512GB 64GB 256GB 256GB 256GB 
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項目 タイプ1 タイプ2 タイプ3／タイプ

3（長期利用モ

デル）

タイプ4／タイプ

4（長期利用モ

デル）

タイプ5／タイプ

5（長期利用モ

デル）（※4）

タイプ5a／タイ

プ5a（長期利

用モデル）（※
4）

システムディ

スク

SAS SSD 
400GB x 2

SAS SSD 
400GB x 2

SAS SSD 
400GB x 2

SAS SSD 
400GB x 2

SAS SSD 
400GB x 2

SAS SSD 
400GB x 2

ネットワーク・

インターフェー

ス

10Gbps（

DualPort）x 
2 
（※3）

10Gbps（

DualPort）x 
2  
（※3）

10Gbps（

DualPort）x 
2 
（※3）

10Gbps（

DualPort）x 
2 
（※3）

10Gbps（

DualPort）x 
2 
（※3）

10Gbps（

DualPort）x 
2 
（※3）

想定用途 中小規模の

仮想環境の

構築向け

メモリを多く利

用する中小規

模の仮想環

境の構築向け

データベース(
Oracle)など

非仮想環境で

構築するアプリ

ケーション向け

データベース(
Oracle)など

非仮想環境で

構築するアプリ

ケーション、また

は小規模の仮

想環境の構築

向け

データベース(
Oracle)など

非仮想環境で

構築するアプリ

ケーション向け

データベース(
Oracle)など

非仮想環境で

構築するアプリ

ケーション向け

※1：Hyper-Threading は ON で提供します。

※2：Hyper-Threading は OFF で提供します。

※3：リンクアグリゲーション構成は利用できません。アクティブ／スタンバイ構成は利用できます。

※4：タイプ5 と タイプ5a では、SASコントローラの仕様に差異があります。

• タイプ5 ：SASアレイコントローラカード(PRAID CP400i) [型名: PYBSR3FA]
• タイプ5a：SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i) [型名: PYBSC3MA3L]

ヒント

SASコントローラカードにより、Linuxのサポート状況が異なります。「Linux サポート版数一覧表」を参照し、

以下の対象機種を確認してください。

• 対象OS：Red Hat Enterprise Linux 8、またはRed Hat Enterprise Linux 7 以前

• 機種名：RX2530 M5

表 240 : プレインストールOS/ハイパーバイザ

OS種別 プレインストールOS/ハイパーバイザ

Linux Red Hat Enterprise Linux 7.3 64bit 
CentOS 7.7 64bit
CentOS 7.9 64bit

VMware VMware ESXi 6.5 Update1

表 241 : ベアメタルサーバとプレインストールOS/ハイパーバイザの組み合わせ
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プレインストールOS/ハイパーバイザベアメタルサーバタイプ

VMware ESXi 6.5 
Update1

Red Hat 
Enterprise Linux 
7.3 64bit

CentOS 7.7 64bit CentOS 7.9 64bit

タイプ1 〇 〇 × ×

タイプ2 〇 〇 × ×

タイプ3 × × 〇 ×

タイプ4 × × 〇 ×

タイプ5 × × 〇 ×

タイプ5a × × × 〇

タイプ3（長期利用モデ

ル）

× × 〇 ×

タイプ4（長期利用モデ

ル）

× × 〇 ×

タイプ5（長期利用モデ

ル）

× × 〇 ×

タイプ5a（長期利用モデ

ル）

× × × 〇

OS/ハイパーバイザはインストール済で提供します。 OSを使用するために必要なサブスクリプションやライセンスは、お客

様にて用意してください。

ヒント

ベアメタルサーバのOSにログインするためのユーザーアカウントと初期パスワードは、ベアメタルサーバの作成後

の「1. ベアメタルサーバ操作情報の取得」で確認します。初期パスワードはベアメタルサーバの作成後に変更

してください。

表 242 : ベアメタルサーバの利用期限と最低利用期間

ベアメタルサーバタイプ サーバの利用期限 最低利用期間

タイプ1

タイプ2

タイプ3

タイプ4

タイプ5

タイプ5a

利用サーバごとに異なる

利用期限は以下から確認できます。 
• 期限の1年前までに富士通が通知

1か月

タイプ3（長期利用モデル）

タイプ4（長期利用モデル）

タイプ5（長期利用モデル）

タイプ5a（長期利用モデ

ル）

利用サーバのバージョンごとに異なる（※）

利用期限は以下から確認できます。 
• サービス仕様書

• 期限の1年前までに富士通が通知

5年間（※）

※：詳細は「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-ベアメタルサービス仕様書 」を確認してください。
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ベアメタルサーバの作成

ベアメタルサーバは、「ベアメタルサービス申込書」に必要事項を記入して申し込みます。「ベアメタルサービス申込書」に

ついては、弊社担当に連絡してください。

ベアメタルサーバの作成（利用申請）には、以下の情報が必要です。事前にプロジェクトとネットワーク環境を作成してく

ださい。

表 243 : ベアメタルサービス申込書の項目

項目 内容

ドメインID ベアメタルサーバを所属させるドメインID

プロジェクトID ベアメタルサーバを所属させるプロジェクトID

ポート名／ポートID（使用する物理ポート） ベアメタルサーバに設定するポートID

注

• 1台のベアメタルサーバには、複数の物理ポートが搭載

されています。ベアメタルサーバ作成（申請）前に使用す

る物理ポートの数だけポート（親ポート）の作成が必要

です。

• ベアメタルサーバの作成後にポート（親ポート）の追加

や、別ポートへの変更はできません。ポート（親ポート）の

追加や変更にはベアメタルサーバの再作成（解約後に

再申請）が必要になります。

ネットワーク名／ネットワークID ベアメタルサーバを所属させるネットワークID

サブネット名／サブネットID ベアメタルサーバを所属させるネットワークのサブネットID

セキュリティグループ名／セキュリティグループ
ID

ベアメタルサーバに設定するセキュリティグループID

ベアメタルサーバ用のセキュリティグループについては、セキュリティグ

ループ機能を参照してください。

ホストOS／ハイパーバイザ種別 ベアメタルサーバのプレインストールOS/ハイパーバイザ

サーバ名 ベアメタルサーバのホスト名

ベアメタルサーバ作成後に名前を変更できます。

ルータID ベアメタルサーバが所属するネットワークの仮想ルータID

ベアメタルサーバ作成後の作業

ベアメタルサーバの作成後、以下の作業が必要です。

1. ベアメタルサーバ操作情報の取得

IaaSポータル、またはAPI（Show Server Details）でベアメタルサーバの以下のメタデータを取得します。

• os_login_user：OSにログインするためのユーザID
• os_initial_password：OSにログインするための初期パスワード

• console_vpn_cert_password：コンソール接続用クライアント証明書のパスワード（※）

※：暗号化されているクライアント証明書の復号化の鍵

2. ベアメタルサーバへのIPアドレスの設定（必須）

• OSがRHEL、またはCentOSの場合

コンソール接続を利用してベアメタルサーバにログインし、IPアドレスを設定します。

- 467 -

https://doc.cloud.global.fujitsu.com/lib/iaas/jp/api-reference/v3/web/k5-iaas-api-reference/reference/nov_se_show_server_details/


• OSがESXiの場合

VMkernelポートにIPアドレスが設定されています。

3. NICの冗長化（任意）

ベアメタルサーバのMACアドレスを確認し、適切にポートを組み合わせてください。

ヒント

図 100 : ESXi接続例

上記の場合、以下の組合せで冗長構成を実施します。

• vmnic0とvmnic3
• vmnic1とvmnic2

4. LLDP（Link Layer Discovery Protocol）対応（任意）

チーミングやボンディングで親ポートを使用し、かつそのインターフェースを用いて親ポートが接続されているサブネット

上で通信する場合に実施してください。

親ポートが接続されているサブネット上に、親ポートからLLDPパケットが送信されます。

チーミングやボンディングで親ポートを使用する場合は、フラッピングによる通信不安定を回避するため、以下のどちら

かの対応を実施してください。

ヒント

サブポートが接続されているサブネット上には、親ポートからLLDPパケットは送信されません。

a. チーミング／ボンディングのNICのMACアドレスを、親ポートのMACアドレスと異なる値に設定する

注

同一サブネット内でMACアドレスの重複が発生しないように設定してください。

また、以下に該当する予約済みMACアドレスは設定しないでください。

• ブロードキャストMACアドレス：FF:FF:FF:FF:FF:FF
• マルチキャストMACアドレス：01:00:5E:00:00:00 ～ 01:00:5E:7F:FF:FF

b. OSの設定でLLDPパケットを停止する

以下は、OSがRHEL7.3、またはCentOS7.7の場合のコマンド実行例です。

注

OSの種類やバージョンによってLLDPパケットの停止方法は異なります。また、OS側で停止を設定し

ても、LLDPパケットの送信を停止できない場合があります。

LLDPパケットの停止方法については、お客様が契約しているOSのサポートに問い合わせてください。

1. 以下のコマンドを実行し、ポートのバス番号を確認します。

コマンドの出力例の"0000:17:00.0"がバス番号です。
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# ls -l /sys/kernel/debug/i40e
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 0 Mar 26 18:09 0000:17:00.0
drwxr-xr-x. 2 root root 0 Mar 26 18:09 0000:17:00.1
drwxr-xr-x. 2 root root 0 Mar 26 18:09 0000:b3:00.0
drwxr-xr-x. 2 root root 0 Mar 26 18:09 0000:b3:00.1

2. 以下のコマンドを実行し、LLDPの無効化の設定をします。

手順aで確認したすべてのポートに、対応するバス番号を入力して設定します。

# echo lldp stop > /sys/kernel/debug/i40e/0000:17:00.0/command
# echo lldp stop > /sys/kernel/debug/i40e/0000:17:00.1/command
# echo lldp stop > /sys/kernel/debug/i40e/0000:b3:00.0/command
# echo lldp stop > /sys/kernel/debug/i40e/0000:b3:00.1/command

3. 以下の手順を実施し、OSの再起動後も設定を有効にします。

a. /etc/rc.d/rc.local ファイルに、手順bで実行したコマンドを追記します。

# vi /etc/rc.d/rc.local

～ 省略 ～
# that this script will be executed during boot.
  　　　
echo lldp stop > /sys/kernel/debug/i40e/0000:17:00.0/command
echo lldp stop > /sys/kernel/debug/i40e/0000:17:00.1/command
echo lldp stop > /sys/kernel/debug/i40e/0000:b3:00.0/command
echo lldp stop > /sys/kernel/debug/i40e/0000:b3:00.1/command
～ 省略 ～
ulimit -S -c unlimited

b. /etc/rc.d/rc.local ファイルに実行権を付与します。

# chmod u+x /etc/rc.d/rc.local

コンソール

ベアメタルサーバに搭載されているサーバ管理機能（iRMC: integrated Remote Management Controller）を利用

して、クラウド上にある物理サーバをあたかも目の前にあるかのように操作できます。ベアメタルサーバを操作するためのコ

ンソール（ビデオリダイレクション）機能とバーチャルメディア機能を提供します。

コンソール接続のためには、SSL-VPN接続用のアカウントとクライアントが必要です。コンソール接続の手順について

は、「ベアメタルサーバのコンソール接続手順」を参照してください。

注

iRMCを利用する場合は、お客様の作業端末にWebブラウザおよびJAVAが必要です。

• ビデオリダイレクション

キーボード・マウスによるベアメタルサーバへの入力や、ベアメタルサーバの画面表示などを制御できます。

ビデオリダイレクションの画面表示がスクリーンロック（黒い画面）となった場合は、ビデオリダイレクションを再接続してくだ

さい。

注

ビデオリダイレクションウィンドウのメニューやツールバーから、ベアメタルサーバの電源投入／切断やリブートを

行わないでください。ベアメタルサーバの電源操作は、IaaSポータルまたはAPIを利用してください。

• バーチャルメディア

お客様のPC端末のDVDドライブ等をベアメタルサーバの接続装置として利用できます。これにより、ベアメタルサーバ

へのアプリケーションインストールなどを実施できます。
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ヒント

ビデオリダイレクションとバーチャルメディアの利用方法についてはiRMC Webインターフェースマニュアルを参照

してください。

マニュアルは、以下の手順でダウンロードできます。

1. 「富士通製品サポート」ページを開きます。

2. 画面右上の「サーチ」をクリックします。

3. テキストボックスに「iRMC Webインターフェース」と入力します。

4. 「サーチ」ボタンをクリックします。

5. 表示されたFull text search画面で、対象のマニュアルをダウンロードします。

ベアメタルサーバの電源操作

作成したベアメタルサーバの電源を操作できます。

ベアメタルサーバの電源操作は、IaaSポータルまたはAPIを利用してください。OS上の操作でベアメタルサーバを停止さ

せても、ベアメタルサーバは数分後に自動で起動します。

表 244 : ベアメタルサーバの電源操作

種類 説明

起動 ベアメタルサーバを起動できます。

停止 ベアメタルサーバを停止（OSのシャットダウンに相当）できます。

再起動 ベアメタルサーバを再起動できます。再起動には、以下の2種類の方法があり

ます。

• ソフトリブート

OSをシャットダウンしたあと、再起動します。

• ハードリブート

ベアメタルサーバの電源を切断したあと、電源を投入します。

ベアメタルサーバの削除

ベアメタルサーバの削除は、「ベアメタルサービス 変更・解約申込書」に必要事項を記入して申し込みます。「ベアメタル

サービス 変更・解約申込書」については、弊社担当に連絡してください。

注

ネットワークやストレージ（共有ストレージ、ブロックストレージ（iSCSI））は課金対象です。ベアメタルサーバを

解約する場合、不要なネットワークやストレージ（共有ストレージ、ブロックストレージ（iSCSI））も併せて削除

してください。

ベアメタルサーバのハードウェア監視

ベアメタルサーバの以下のハードウェア障害を検知します。

ベアメタルサーバの障害に関するサービスレベルについては、『FUJITSU Cloud Service サービスレベル仕様書』のベア

メタルサーバを参照してください。

表 245 : ベアメタルサーバのハードウェア監視

ハードウェア 備考

CPU －

メモリ －
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ハードウェア 備考

アレイカード －

ファン・温度 －

電源・電圧 －

拡張カード（NIC、HBA等） ポート障害は監視対象外です。

マザーボード －

iRMC －

ハードウェア障害と復旧対応

お客様が使用しているベアメタルサーバでハードウェア障害が発生した場合、富士通は以下を実施します。

• 障害の検知

• 障害発生の通知

• 復旧作業

障害内容に応じて復旧対応が異なります。詳細は「ベアメタルサーバのハードウェア障害と復旧対応」を参照してくださ

い。

ベアメタルサーバの移行

利用期限の終了等により、ベアメタルサーバを移行する場合は、移行先のベアメタルサーバを新規に申請し、システム

の再構築が必要です。

お客様の環境に応じたシステムを再構築してください。

16.2.2 ネットワーク
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ベアメタルサーバやストレージ（共有ストレージ、ブロックストレージ（iSCSI））を接続するネットワークを構築します。

ネットワークの作成

ベアメタルサーバやストレージ（共有ストレージ、ブロックストレージ（iSCSI））の作成前に、接続先となるネットワークを構

築してください。

以下のリソースは、仮想サーバのネットワークサービスと共通の方法で作成します。

1. ネットワーク

2. サブネット

3. セキュリティグループ

仮想サーバとベアメタルサーバではセキュリティグループに設定する項目が異なるため、セキュリティグループを分けてく

ださい。

また、デフォルトセキュリティグループは仮想サーバ用のため、使用しないでください。

4. ポート

ベアメタルサーバやストレージの作成時に指定するポート（親ポート）を作成してください。

• ポート（親ポート）

本サービスでは物理ポートに紐付くポートを指します。
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注

• 1台のベアメタルサーバには、複数の物理ポートが搭載されています。ベアメタルサーバ作成（申請）

前に使用する物理ポートの数だけポート（親ポート）の作成が必要です。

• ベアメタルサーバの作成後にポート（親ポート）の追加や、別ポートへの変更はできません。ポート（親

ポート）の追加や変更にはベアメタルサーバの再作成（解約後に再申請）が必要になります。

• ポート（サブポート）

本サービスではVLAN接続用のポートを指します。

ポート（サブポート）はベアメタルサーバ作成後でも追加できます。

• トランク

VLAN（Virtual LAN）を利用して1つの物理ポートに複数の仮想ネットワークを接続する場合、ポート（親ポート）

とポート（サブポート）でトランクを作成する必要があります。

トランクは、ポート（親ポート）を指定することで作成できます。このトランクにポート（サブポート）をアタッチします。

• トランクを作成した時点でのステータスは「DOWN」です。

接続しているポート（親ポート・サブポート）が正常であれば、トランクのステータスは「ACTIVE」になります。

• トランクのサブポートを削除すると、ほかのサブポートが正常であってもトランクのステータスが「DOWN」になること

があります。この場合、すでに接続されているサブポートの1つをいったん削除し、再度追加することでトランクのス

テータスが「ACTIVE」になります。

ヒント

ベアメタルサーバ作成時に指定したポートはuntagとなるため、1つの物理ポートに複数の仮想ネット

ワークを接続しない場合はVLANの設定は不要です。

5. 仮想ルータ

以下のリソースは、NFVタイプを利用してください。

• ファイアーウォール

• ロードバランサー

ベアメタルサーバをインターネットに接続する手順については、「ベアメタルサーバのインターネット接続手順」を参照してく

ださい。
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注

• ベアメタルサーバをインターネットに接続する場合、以下の2つを分けてください。

• 仮想サーバが接続しているネットワーク・仮想ルータ

• ベアメタルサーバが接続しているネットワーク・仮想ルータ

これらが混在した環境では、どちらか一方がインターネットに接続できない可能性があります。ただし、どちら

か一方だけがインターネットに接続する場合は混在した環境でも問題ありません。

• ベアメタルサーバ上の仮想サーバでは、サブネットのDHCPを利用できません。お客様にてDHCPサーバを

用意してください。

• 仮想ルータにデフォルトルート（0.0.0.0/0）が設定されている場合、その仮想ルータ配下の仮想サーバ

は、FJcloud-O以外のネットワークに接続できません。

• 外部ネットワークが接続されている仮想ルータにスタティックルートを設定する場合、プライベートアドレスだけ

設定できます。

代表的な例の設定可否を示します。

表 246 : 代表的な例の設定可否

IPアドレス 設定可否

0.0.0.0/0 ×

100.64.0.0/16 ×

100.64.0.0/24 ×

100.64.0.0/32 ×

133.162.0.0/16 ×

10.0.0.0/8 ◯

172.16.0.0/16 ◯

172.16.0.0/24 ◯

192.168.0.0/24 ◯

192.168.0.0/32 ◯

16.2.3 共有ストレージ
[対象リージョン：東日本第3]

ベアメタルサーバ間で共有できるストレージ（共有ストレージ）を提供します。共有ストレージの利用手順については、

「共有ストレージの利用手順」を参照してください。

共有ストレージに保存されたデータに対して、スナップショットやバックアップを実施できます。故障や不具合など、万一の

事態に備えてシステムの可用性を確保できます。

• 同じプロジェクト内に複数の共有ストレージを作成できます。

共有ストレージでは以下の機能を提供します。

• スナップショット

• バックアップ

• ジョブ（処理状況）の確認

• 作成した共有ストレージは、OSからマウントして使用します。

• ファイル共有プロトコルは、NFSv3だけサポートします。
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注

• ベアメタルサーバと共有ストレージを同じサブネットに接続してください。

• 同じプロジェクト内で重複したIPアドレスは使用できません。

• ベアメタルサーバのOSがRHELの場合、共有ストレージのマウントにはNFSクライアントとなるベアメタル

サーバにNFSパッケージのインストールが必要です。

• 共有ストレージ関連の操作（スナップショットやバックアップを含む）は、ステータスが「COMPLETE」と表示された時点

で完了しますが、詳細情報一覧に反映されるまでに最大5分かかります。

• 共有ストレージは不要になった時点でいつでも削除できます。

注

共有ストレージを削除すると、共有ストレージに紐付くバックアップストレージも削除されます。

• 作成した共有ストレージのサイズ変更はできません。

共有ストレージのサイズを変更する場合、以下の手順を実施してください。

1. 作成済みの共有ストレージのバックアップデータを取得します。

2. 変更後のサイズで新たに共有ストレージを作成します。

3. 新しく作成された共有ストレージにバックアップデータをリカバリします。

4. 古い共有ストレージを削除します。

ヒント

• 設定項目については、設定項目を参照してください。

• 制限値については、制限値を参照してください。

処理状況の確認

スナップショットやバックアップなど共有ストレージに関する処理状況を確認できます。

表 247 : 処理状況の詳細情報の一覧

項目 値

ジョブID 実行した処理のID

処理内容 以下のどれかが表示されます。

• 共有ストレージの作成

• 共有ストレージの削除

• スナップショット作成

• スナップショット削除

• バックアップストレージ作成＆ルール作成

• バックアップルール変更

• バックアップデータのリカバリ

• バックアップストレージの世代データ削除

• バックアップストレージ削除

ステータス 以下のステータスが表示されます。

• EXECUTING：実行中

• COMPLETED：完了

• FAILED：失敗

日時 APIリクエストを受け付けた日時
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ストレージ性能

ストレージ性能の上限値は、ディスクサイズに応じて向上します。

上限値は5IOPS/GBで、その範囲内がストレージ性能のベストエフォートです。

注

• IOPSは、ブロックサイズ16KBで換算します。性能は、動作環境などにより変化します。保証されるもので

はありません。

• ストレージ性能の上限値は、ディスクサイズに比例します。そのため、ディスクサイズの小さいストレージでは

十分な性能が出ない場合があります。

16.2.3.1 スナップショット
[対象リージョン：東日本第3]

共有ストレージをスナップショットデータとして複製します。スナップショットデータをリカバリすることで、共有ストレージを復

元できます。

スナップショットの取得

任意の時点で共有ストレージのスナップショットを取得できます。アプリケーションのアップデート前など、一時的にシステム

の状態を保存する用途に向いています。

• 取得したスナップショットデータは、取得元の共有ストレージに保存されます。

共有ストレージの空き容量が足りない場合、スナップショットを取得できません。

• 取得したスナップショットデータをバックアップストレージに転送（バックアップ）することもできます。

事前にバックアップストレージの作成が必要です。

• 取得したスナップショットデータを削除できます。

差分のベースラインとなるため、最新のバックアップ世代に紐付くスナップショットは削除できません。

• ベアメタルサーバが稼働中または停止中のどちらの状態でもスナップショットを取得できます。

重要

ベアメタルサーバが稼働中の状態で取得したスナップショットデータについては、動作を保証できません。確

実に動作するスナップショットデータを取得するためには、ベアメタルサーバを停止状態にしてください。

ヒント

• 設定項目については、設定項目を参照してください。

• 制限値については、制限値を参照してください。

スナップショットデータのリカバリ

利用中の共有ストレージに対して、スナップショットデータをリカバリできます。

スナップショットを取得元とは異なる共有ストレージにリカバリする場合、事前にリカバリ先となる共有ストレージをマウント

してください。

重要

• リカバリ中にエラーが起きた場合、リカバリ先の共有ストレージのデータは復元できません。事前に共有スト

レージのスナップショットを取得し、バックアップストレージに転送しておくことをお勧めします。

• ベアメタルサーバが稼働中の状態でリカバリしたスナップショットデータについては、動作を保証できません。

確実に動作するスナップショットデータをリカバリするためには、ベアメタルサーバを停止状態にしてください。

16.2.3.2 バックアップ
[対象リージョン：東日本第3]

指定したスケジュールに従って、共有ストレージを自動的にバックアップします。バックアップデータをリカバリすることで、共

有ストレージを復元できます。
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バックアップの取得

定期的に利用中の共有ストレージをバックアップします。故障や不具合など、万一の事態に備えて、定期的にデータを

保存する用途に向いています。

図 101 : 共有ストレージのバックアップ取得イメージ

バックアップの流れは以下になります。

1. バックアップルールとバックアップストレージを設定

• バックアップルール（バックアップスケジュール）には以下を指定できます。

省略した場合は、1分ごとにバックアップを取得します。各項目はカンマ区切りで複数指定できます。

項目 指定可能な値

月 1～12までの値

日 1～31までの値

曜日 1～7までの値

ヒント

1=日曜、2=月曜、3=火曜、4=水曜、5=木曜、6=金曜、7=土

曜

時 0～23までの値

分 0～59までの値

ヒント

既存のバックアップルールを変更できます。

• バックアップデータの保存先となるバックアップストレージには以下を指定できます。
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項目 指定可能な値

共有ストレージ名 バックアップ対象の共有ストレージ名

世代数 バックアップデータを保持する世代数（1 ～ 250）

サイズ バックアップストレージのサイズ（TB単位で0.5 ～ 20）

2. （1回目だけ）バックアップストレージの作成

指定した値に基づいてバックアップストレージが作成されます。

• バックアップルール1つにつき、ルールに基づいてバックアップデータを保存するためのバックアップストレージが1つ作成

されます。

• バックアップストレージ名は、以下の命名規約に基づいたものになります。

<バックアップ元の共有ストレージ名>_bk<自動採番された3桁の数字>

注

• 共有ストレージの使用率が90%を超えている場合、バックアップストレージを作成できません。

• 共有ストレージにスナップショットを保存するための空き容量がない場合、バックアップストレージは作成

できません。

3. （1回目だけ）共有ストレージの全データをスナップショット採取

スナップショット名は、以下の命名規約に基いたものになります。

<バックアップストレージ名>.<作成時刻（YYYY-MM-DD_HHMM）>

4. （1回目だけ）スナップショットデータ（共有ストレージの全データ）をバックアップストレージに転送

注

• スナップショットデータをバックアップ（転送）する際、バックアップストレージの容量が足りない場合は転送

が一時停止状態になります。

バックアップデータの世代削除などによって空き容量が増えると自動的に再開されます。

• 転送先に同じ名前のバックアップ世代が存在する場合、既存のバックアップ世代名に日付（_YYYY-
MM-DD_HHMM）が追加されます。

5. （2回目以降）前回のバックアップデータとの差分に対して、スナップショットを採取

前回のバックアップデータとの差分がない場合はスナップショットを採取しません。

6. （2回目以降）スナップショットデータ（前回との差分）がある場合、バックアップストレージに転送

注

保持できるバックアップの最大世代数は、共有ストレージに紐付くバックアップストレージ全体で250までで

す。超過した場合は古い世代から順番に削除されます。

ヒント

• 設定項目については、設定項目を参照してください。

• 制限値については、制限値を参照してください。

バックアップデータのリカバリ

指定した共有ストレージにバックアップデータをリカバリできます。

重要

リカバリ中にエラーが起きた場合、リカバリ先の共有ストレージのデータは復元できません。事前に共有スト

レージのスナップショットを取得し、バックアップストレージに転送しておくことをお勧めします。
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注

• バックアップ元の共有ストレージとリカバリ先の共有ストレージが異なる場合、リカバリ先の共有ストレージに

バックアップストレージが作成されているとリカバリできません。

• バックアップ実施中にリカバリを実行すると、バックアップは一時停止します。リカバリが完了した後、バックアッ

プを再開します。

バックアップデータの削除

バックアップデータの削除には、以下の2種類の方法があります。

表 248 : バックアップデータの削除方法

種類 説明

バックアップデータの世代削除 指定したバックアップデータの世代を削除します。

ヒント

最新のバックアップ世代は削除できません。

バックアップデータの全削除 バックアップストレージを削除します。

ヒント

共有ストレージに保存されたスナップショットは削除されません。

16.2.4 ブロックストレージ（iSCSI）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ベアメタルサーバからiSCSI接続可能な性能確保型のブロックストレージを提供します。ブロックストレージ（iSCSI）の利

用手順については、「ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順（RHEL／CentOS）」、または「ブロックストレージ（iSCSI）
の利用手順（ESXi）」を参照してください。

スナップショット領域を指定してブロックストレージ（iSCSI）を作成した場合、ブロックストレージ（iSCSI）に保存された

データに対して、スナップショットを実施できます。故障や不具合など、万一の事態に備えてシステムの可用性を確保で

きます。

• 同じプロジェクト内に複数のブロックストレージ（iSCSI）を作成できます。

ブロックストレージ（iSCSI）では以下の機能を提供します。

• スナップショット

ブロックストレージ（iSCSI）では以下の性能タイプを提供します。

性能タイプはストレージ装置としての性能を確保するものです。利用時の性能は、接続したベアメタルサーバの動作

状況やFJcloud-Oのネットワーク利用状況により変化します。

表 249 : 提供するブロックストレージ（iSCSI）の性能タイプ 

ストレージサイズ1GBあたりの性能タイプ名

IOPS スループット

用途

low 1 IOPS/GB 16 KBps/GB コストを重視するお客様向け

medium 2 IOPS/GB 32 KBps/GB コストと性能の両方を重視するお

客様向け
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ストレージサイズ1GBあたりの性能タイプ名

IOPS スループット

用途

high 4 IOPS/GB 64 KBps/GB 性能を重視するお客様向け

ヒント

• IO性能は以下の条件下での値です。

Blocksize: 16KB ／ Random Read: 60% ／ Random Write: 40%

I/Oのブロックサイズが16KBより小さい場合はIOPSが確保され、大きい場合にはスループットが確保され

ます。

• IOPSのチューニングパラメーターとして、MTU値（パケットの最大伝送ユニット）があります。

MTU値の設定が必要な箇所は以下のとおりです。

Red Hat Enterpriseの場合：OS

VMware ESXiの場合：OS、仮想スイッチ、およびカーネルポート

• ブロックストレージ（iSCSI）は不要になった時点でいつでも削除できます。

ヒント

ブロックストレージ（iSCSI）を削除すると、ブロックストレージ（iSCSI）に紐付くスナップショット領域も削除さ

れます。

注

• ベアメタルサーバとブロックストレージ（iSCSI）は同じサブネットに接続してください。

• 同じプロジェクト内で重複したIPアドレスは使用できません。

• 同じサブネット内に同じ名前のブロックストレージ（iSCSI）は作成できません。

• 作成したブロックストレージ（iSCSI）やスナップショット領域のサイズは変更はできません。

• 作成したブロックストレージ（iSCSI）の性能タイプは変更できません。

• ベアメタルサーバ（イニシエーター）が接続中に接続許可を解除した場合、強制的に切断されます。

• ストレージ関連の操作（スナップショットやスナップショットスケジュールを含む）は、ステータスが

「COMPLETE」と表示された時点で完了しますが、情報表示、一覧表示に反映されるまでに最大5分か

かります。

ヒント

• 設定項目については、設定項目を参照してください。

• 制限値については、制限値を参照してください。

処理状況の確認

ブロックストレージ（iSCSI）やスナップショットに関する処理状況を確認できます。

表 250 : 処理状況の詳細情報の一覧

項目 値

ジョブID 実行した処理のID

処理内容 以下のどれかが表示されます。

• ブロックストレージ（iSCSI）の作成／削除／更新／参照／一覧表示

• スナップショットの作成／削除／復元／参照／一覧表示
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項目 値

ステータス 以下のステータスが表示されます。

• EXECUTING：実行中

• COMPLETED：実行完了

• FAILED：実行エラー

日時 APIリクエストを受け付けた日時

16.2.4.1 スナップショット
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ブロックストレージ（iSCSI）をスナップショットデータとして複製します。スナップショットデータをリカバリすることで、ブロックス

トレージ（iSCSI）を復元できます。

スナップショットの取得

任意の時点でブロックストレージ（iSCSI）のスナップショットを取得できます。アプリケーションのアップデート前など、一時

的にシステムの状態を保存する用途に適しています。

• 取得したスナップショットデータは、作成したスナップショット領域に保存されます。

• 以下の場合、スナップショットを取得できません。

• スナップショット領域を指定せずにブロックストレージ（iSCSI）を作成した場合

• スナップショット領域内に同じ名前のスナップショットが存在している場合

• スナップショット領域の空き容量が足りない場合

スナップショット領域の空き容量が対象のブロックストレージ（iSCSI）の使用量以上であることを、事前に確認する

必要があります。

ヒント

ブロックストレージ（iSCSI）用LUNのデータが更新された場合、スナップショット取得操作において、復

元するための差分データがスナップショット領域に書き込まれます。このため、ブロックストレージ（iSCSI）
用LUNの使用量のすべてが更新されても問題がないよう、スナップショット領域にブロックストレージ

（iSCSI）用LUNの使用量以上の空き容量が必要となります。

「図：スナップショットの取得条件」を参考にしてください。

図 102 : スナップショットの取得条件
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• ベアメタルサーバが稼働中または停止中のどちらの状態でもスナップショットを取得できます。

重要

ベアメタルサーバが稼働中の状態で取得したスナップショットデータについては、動作を保証できません。確

実に動作するスナップショットデータを取得するためには、ベアメタルサーバを停止するか、ブロックストレージ

（iSCSI）をアンマウントしてください。

• 取得したスナップショットデータは削除することができます。

ヒント

• 設定項目については、設定項目を参照してください。

• 制限値については、制限値を参照してください。

スナップショットデータのリカバリ

利用中のブロックストレージ（iSCSI）に対して、スナップショットデータをリカバリできます。

スナップショットは作成したブロックストレージ（iSCSI）でだけ復元できます。

重要

• リカバリ中にエラーが発生した場合、リカバリ先のブロックストレージ（iSCSI）のデータは復元できません。

• ベアメタルサーバが稼働中の状態でリカバリしたスナップショットデータについては、動作を保証できません。

確実に動作するスナップショットデータをリカバリするためには、ベアメタルサーバを停止するか、ブロックスト

レージ（iSCSI）をアンマウントしてください。
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第 64 章

16.3 設定項目

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ベアメタルサービスに関する設定項目を以下に示します。

• 共有ストレージ

• ブロックストレージ（iSCSI）

共有ストレージ

[対象リージョン：東日本第3]

表 251 : 共有ストレージの作成に関する設定項目一覧

項目 値 必須

プロジェクトID 共有ストレージの作成先プロジェクトです。プロジェクトIDを指定してくださ

い。

◯

サブネットID 共有ストレージに接続するサブネットです。接続先のサブネットIDを指定

してください。

◯

IPアドレス 共有ストレージに設定するIPアドレス（IPv4）です。

ヒント

1つのサブネット内に同じIPアドレスの共有ストレージを作成で

きません。

◯

サブネットマスク 共有ストレージが接続するネットワークのサブネットマスクです。IPv4で指

定してください。

◯

共有ストレージ名 共有ストレージに設定する名前です。任意の名前を指定してください。

• 長さ：1～140文字

• 使用可能な文字種：半角英数字および以下の記号

_（アンダースコア）

ヒント

同じプロジェクト内に同名の共有ストレージを作成できませ

ん。

◯

サイズ 共有ストレージに設定するサイズです。TB単位で0.5 ～ 10までの値を

指定してください。

◯

表 252 : スナップショット採取に関する設定項目一覧

項目 値 必須

プロジェクトID スナップショットの採取対象の共有ストレージが所属するプロジェクトです。

プロジェクトIDを指定してください。

◯

共有ストレージ名 スナップショットの採取対象の共有ストレージです。共有ストレージ名を指

定してください。

◯
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項目 値 必須

スナップショット名 スナップショットに設定する名前です。任意の名前を指定してください。

• 長さ：1～200文字

• 使用可能な文字種：半角英数字および以下の記号

_（アンダースコア）

ヒント

同じ共有ストレージ内に同名のスナップショットデータを作成で

きません。

◯

コメント スナップショットに設定するコメントです。任意のコメントを指定してくださ

い。

• 長さ：0～255文字

• 使用可能な文字種：半角英数字、半角スペース、および以下の記号

!#$%&()*+,-./:;<=>?@[\]^_{|}~

バックアップストレージ名 スナップショットデータのバックアップ先ストレージ名です。省略した場合、ス

ナップショットデータはバックアップの対象外になります。

• 長さ：1～150文字

• 使用可能な文字種：半角英数字および以下の記号

_（アンダースコア）

表 253 : バックアップの取得に関する設定項目一覧

項目 値 必須

プロジェクトID バックアップストレージの作成先プロジェクトです。プロジェクトIDを指定して

ください。

◯

共有ストレージ名 バックアップする共有ストレージです。共有ストレージ名を指定してくださ

い。

◯

世代数 バックアップデータを保持する世代数です。1 ～ 250までの値を指定して

ください。

注

共有ストレージにほかのバックアップストレージがある場合、そ

のバックアップストレージの世代数と合算して250までとなりま

す。

◯

サイズ バックアップストレージのサイズです。TB単位で0.5 ～ 20までの値を指定

してください。

注

バックアップ元の共有ストレージより小さいサイズは指定できま

せん。

◯
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項目 値 必須

スケジュール バックアップを実施するスケジュールです。以下の単位でスケジュールを指

定してください。なお、カンマ区切りで複数指定できます。

省略した場合は、1分毎にバックアップを取得します。

• 月：1～12までの値

• 日：1～31までの値

• 曜日：1～7までの値

• 時：0～23までの値

• 分：0～59までの値

ヒント

1=日曜、2=月曜、3=火曜、4=水曜、5=木曜、6=金曜、

7=土曜

ブロックストレージ（iSCSI）

表 254 : ブロックストレージ（iSCSI）の作成に関する設定項目一覧

項目 値 必須

プロジェクトID ブロックストレージ（iSCSI）の作成先のプロジェクトIDを指定します。 ◯

iSCSIイニシエーターIQN 接続を許可するiSCSIイニシエーターのIQNの配列を指定します。IQNの

最大指定数は30です。

• 長さ：1～223文字

• 使用可能な文字種：半角英数字、および以下の半角記号 
:（半角コロン）

-（半角ハイフン）

.（半角ピリオド）

◯

IPv4アドレス（プライマリ） ブロックストレージ（iSCSI）のIPアドレス（プライマリ）を指定します。 ◯

IPv4アドレス（セカンダリ） ブロックストレージ（iSCSI）のIPアドレス（セカンダリ）を指定します。 ◯

サブネットマスク ブロックストレージ（iSCSI）のサブネットマスクを指定します。IPv4で指定し

ます。指定されたIPアドレス（プライマリ・セカンダリ）、およびサブネットマスク

に従い、マルチパスで接続します。

◯

名前 ブロックストレージ（iSCSI）に設定する名前です。任意の名前を指定しま

す。

• 長さ：1～100文字

• 使用可能な文字種：半角英数字および以下の半角記号 
_（半角アンダースコア）

◯
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項目 値 必須

OSタイプ 接続先のベアメタルサーバのOSタイプを以下のどれかから選択して指定

します。 
• Windows 
• Hypver-V
• VMware
• Linux

接続先のベアメタルサーバのOSが異なっていてもアクセスはできますが、

性能が劣化する等の影響があるため、推奨しません。 

◯

ストレージ容量 ブロックストレージ（iSCSI）のストレージ領域（LUN）の容量を指定しま

す。 
• 512～10240（GB単位）

◯

スナップショット領域の容量 ブロックストレージ（iSCSI）のスナップショット領域の容量を指定します。 
• 512～20480（GB単位）

ヒント

ストレージ容量に指定する以上の値を指定します。

サブネットID ブロックストレージ（iSCSI）に接続するサブネットのIDを指定します。 

ヒント

同じサブネット内に同じ名前、同じIPアドレスのブロックストレー

ジ（iSCSI）は作成できません。

◯

ストレージタイプ ストレージタイプを以下のどれかから選択して指定します。それぞれ以下の

QoS（性能下限値）を適用し、ストレージ機器の性能を確保します。

• low：1GBあたり最大1 IOPS、最大16KB/s

• medium：1GBあたり最大2 IOPS、最大32KB/s

• high：1GBあたり最大4 IOPS、最大64KB/s

◯

表 255 : スナップショット採取に関する設定項目一覧

項目 値 必須

プロジェクトID スナップショットを採取するブロックストレージ（iSCSI）が所属するプロジェク

トIDを指定します。

◯

スナップショットの説明 スナップショットに設定する説明です。任意の説明を指定します。 
• 長さ：1～200文字

• 使用可能な文字種：半角英数字、半角スペース、および以下の半角

記号 
!#$%&()*+,-./:;<=>?@[\]^_{|}~
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項目 値 必須

名前 スナップショットの名前を指定します。 
• 長さ：1～100文字

• 使用可能な文字種：半角英数字、および以下の半角記号 
_（半角アンダースコア）

◯

ストレージID スナップショットを採取するブロックストレージ（iSCSI）のIDを指定します。 ◯
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第 17 章: ログ提供サービス

トピック :

• ログ提供サービスとは

• 提供機能

• ログ提供サービスの利用にあたって
の事前設定

• ログの出力仕様

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ユーザーの操作ログを提供します。
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第 65 章

17.1 ログ提供サービスとは

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ユーザーの操作ログを保管・提供するサービスです。

操作ログとは、ユーザーがIaaSに対して実行したAPIの実行ログです。

APIを実行しないプロジェクトには、ログファイルが作成されません。

また、すべてのプロジェクトにAPIを実行しない場合は、空のアーカイブファイルが作成されます。

アーカイブファイルについては、「ログの出力仕様」の「ログファイルの提供形式」を参照してください。

注

• ログは１時間おきに作成されますが、時間がかかる場合があります。

• ユーザーの操作ログに含まれた認証情報は、ログ提供サービスによって加工されて出力されます。

（加工される認証情報の詳細は、「ログの出力仕様」の「ログの出力内容」を参照してください。）

• 以下のいずれかの条件を満たすAPIの実行ログが、操作ログへ出力されます。

• FJcloud-Oで生成したトークンをリクエストパラメータのX-Auth-Tokenに設定している

• FJcloud-Oで生成されたトークンがレスポンスヘッダのX-Subject-Tokenに設定されている

• FJcloud-Oで生成したアクセスキー（※）をリクエストパラメータのAuthorizationへ設定し、オブジェクトストレー

ジ[S3互換]のAPIを実行している

• FJcloud-Oで生成したアクセスキー（※）を署名付きURLのX-Amz-Credentialへ設定し、オブジェクトストレー

ジ[S3互換]のAPIを実行している

※：2022年10月17日以降にログ提供サービスの利用者登録した状態でトークンを生成し、そのトークンで作成

したアクセスキーに限ります。

ログの管理について

• 操作ログの保管先は、利用者が作成した利用者のオブジェクトストレージ[S3互換]のバケットです。

• 操作ログは利用者のストレージに格納されるため、保管期間の制限はありません。

注

• 利用者のストレージに格納済みの操作ログの再提供は行いません。

• 操作ログの保管先、および保管されている操作ログについてはお客様自身の責任で管理をお願いします。

• 操作ログの管理については「オブジェクトストレージ [S3互換]」を参照してください。

利用の流れ

本サービスを利用するために必要な作業を示します。
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図 103 : 利用の流れ

ヒント

設定については、「ログ提供サービスの利用にあたっての事前設定」を参照してください。
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第 66 章

17.2 提供機能

17.2.1 利用者の管理
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

本サービスの利用者を管理できます。

注

本機能の実行には以下のロールが必要です。

• 全体管理者ロール

• 運用者ロール

利用者情報の登録

利用者情報を登録することで、本サービスの利用を開始できます。

利用者情報の登録が完了すると、登録された利用者の操作ログが作成されるようになります。

登録の際、「ログ提供サービスの利用にあたっての事前設定」が実施されていることを確認するため、利用者のオブジェク

トストレージ[S3互換]のログ格納用バケットに対するアクセス可否をチェックします。アクセス不可の場合は登録されませ

ん。

利用者情報の参照

本サービスの利用者情報を参照します。

利用者情報の変更

本サービスの利用者情報を変更します。

変更の際、「ログ提供サービスの利用にあたっての事前設定」が実施されていることを確認するため、利用者のオブジェク

トストレージ[S3互換]のログ格納用バケットに対するアクセス可否をチェックします。アクセス不可の場合は変更されませ

ん。

利用者情報の削除

利用者情報を削除することで、本サービスの利用を終了できます。

利用者情報の削除が完了すると、登録された利用者の操作ログは作成されなくなります。

本サービスの利用を終了したあとも、利用者のストレージに保管されたログは参照・取得できます。

注

• アクセス可否をチェックする際に、利用者のオブジェクトストレージ[S3互換]の
ログ格納用バケットに確認用ファイルを格納します。確認用ファイルの名前

は、"this_is_the_file_Logservice_made_for_confirmation"です。

• 確認用ファイルの格納先は以下のとおりです。

｛利用者のドメインID｝/this_is_the_file_Logservice_made_for_confirmation

• 確認用ファイルはサービス側で削除しません。ただし利用者が削除しても問題ありません。

• 確認用ファイルはサイズが0バイトのため、課金対象にはなりません。

17.2.2 ログの取得
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

利用者のオブジェクトストレージ[S3互換]に、蓄積されているログファイルを取得（ダウンロード）できます。

ログファイルはtgz形式で取得します。
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Windows上で解凍する場合は、@LongLinkを含むアーカイブファイルを解凍できるソフトを使用してください。

ヒント

ログファイルを取得する方法の詳細については、「オブジェクトストレージ [S3互換]」を参照してください。
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第 67 章

17.3 ログ提供サービスの利用にあたっての事前設定

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

利用者の操作ログを取得するためには、事前に以下の設定が必要です。

注

事前設定は利用者登録の前に実施してください。

ヒント

詳細については「オブジェクトストレージ [S3互換]」を参照してください。

1. オブジェクトストレージ[S3互換]のバケットの作成

利用者のオブジェクトストレージ[S3互換]のバケットを作成します。

利用者の操作ログが、ログ提供サービスによって利用者が作成したバケットに格納されます。 利用者のオブジェクトストレー

ジ[S3互換]のバケット名は以下のように設定します。

バケット名：logservice.s3.bucket.{利用者のドメインID}

2. ログ提供サービスのオブジェクトストレージ[S3互換]のテナントIDの取得

ログ提供サービスのオブジェクトストレージ[S3互換]のテナントIDを取得するAPIを実行して、テナントIDを取得します。

ヒント

テナントIDを取得するAPIについては、API詳細(Logservice) のShow tenant_id of log provision
serviceを参照してください。

3. バケットアクセスポリシーの設定

• ログ提供サービスのオブジェクトストレージ[S3互換]のテナントIDを使用して、利用者のオブジェクトストレージ[S3互換]の
バケットアクセスポリシーを設定します。

• オブジェクトストレージ[S3互換]APIを実行し、バケットアクセスポリシーを設定することで、利用者の操作ログを利用者の

ストレージに格納できます。

• バケットアクセスポリシーのリクエストボディには以下のように、前半で利用者のテナントを、後半でログ提供サービスのテナ

ントを設定します。

{
    "Statement":[
         {
            "Sid":"AllowUserTenantOnly",
            "Effect":"Allow",
            "Principal":{
                "SGWS":"{利用者のオブジェクトストレージ[S3互換]テナントID}"
            },
            "Action":"s3:*",
            "Resource":"urn:sgws:s3:::logservice.s3.bucket.{利用者のドメインID}/*"
        },
        {
            "Sid":"AllowLogserviceTenantOnly",
            "Effect":"Allow",
            "Principal":{
                "SGWS":"{ログ提供サービスのオブジェクトストレージ[S3互換]テナントID}"
            },
            "Action":["s3:PutObject","s3:GetObject"],
            "Resource":"urn:sgws:s3:::logservice.s3.bucket.{利用者のドメインID}/*"
        }
    ]
}
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第 68 章

17.4 ログの出力仕様

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ログファイルの提供形式

以下のファイルを1つにまとめたアーカイブファイルを提供します。

• プロジェクトに関係する操作ログは、プロジェクトIDごとのファイルに分けられます。

• プロジェクトに関係しない操作ログは、1つのファイルにまとめられます。

ログファイルの命名規約

ログファイルの命名規約は以下のとおりです。

• アーカイブファイル

利用者のオブジェクトストレージ[S3互換]に格納されるファイルです。

apiep_{アーカイブファイルの作成日時}_{ドメインID}.tgz

ヒント

例）

apiep_201905301500_a7b422cc628e430c8a6f2162c75bfa65.tgz

• ログファイル

アーカイブされたログファイルです。

apiep _{YYYYMMDDhh00}_{ドメインID}_{プロジェクトID or common}.log

ヒント

例）

• YYYYMMDDhh00は、FJcloud-O がAPIを何時台に受け付けたかを示します。

2022年8月31日の12時台に受け付けたAPIの操作ログの場合

apiep_202208311200_{ドメインID}_{プロジェクトID or common}.log

• プロジェクトに関係する操作ログの場合

apiep_202208311200_a7b422cc628e430c8a6f2162c75bfa65_7948d927706247b4a449123a516
a07e1.log

• プロジェクトに関係しない操作ログの場合

apiep_202208311200_a7b422cc628e430c8a6f2162c75bfa65_common.log

ログファイルの格納先パス

利用者のオブジェクトストレージ[S3互換]バケットのログファイルパスは以下のとおりです。

{アーカイブファイルの作成日時(YYYYMMDD)}/{ドメインID}/{ログファイル名}

ヒント

例）ログファイルの格納パス

20190530/a7b422cc628e430c8a6f2162c75bfa65/
apiep_201905301500_a7b422cc628e430c8a6f2162c75bfa65.tgz

ログの出力形式

ログの出力形式は以下のとおりです。

{リクエストID} {リクエスト日時}
{リクエストID} {リクエスト元IPアドレス}
{リクエストID} {認証情報}
{リクエストID} {リクエストメソッド}
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{リクエストID} {リクエストURL}
{リクエストID} {リクエストヘッダ}
{リクエストID} {リクエストボディ}
{リクエストID} {レスポンス日時}
{リクエストID} {X-Subject-Token}
{リクエストID} {レスポンスステータス}
{リクエストID} {レスポンスヘッダ}
{リクエストID} {レスポンスボディ}

ヒント

出力例

api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 2017-05-13T13:37:52,516Z
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 192.168.0.44
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 POST
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 https://identity.jp-
east-3.cloud.globalfujitsu.com/v3/auth/tokens
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 "Content-Type:applicatiion/json"
 "Accept:application/json" 
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 {"auth":{"identity":{"methods":
["password"],"password":{"user":{"domain":{"name"":"o4qRv2b0"}, "name":
 "portalIntegration14", "password": "***"}}}}}
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 2017-03-13T13:38:09,402Z
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4
 gAAAAABbxEKhnJ7DLt2ZYzz1sbrX9MFwjfMvFmiT-
ShF1IlC2NQgRlFfLcTHJ5Le9FPjohacjt2G7ogDn4DS5XXqCIg0g27-FU4NwoJiDBYkHX6rPptVGu2gbxEUdayh-
worg-Z4u8F5_F5m7RJJzsO21d1zab_RYkIhs581gAL1EJkNzw6V6XE
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 201
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 "X-
Subject-Token:gAAAAABbxEKhnJ7DLt2ZYzz1sbrX9MFwjfMvFmiT-
ShF1IlC2NQgRlFfLcTHJ5Le9FPjohacjt2G7ogDn4DS5XXqCIg0g27-FU4NwoJiDBYkHX6rPptVGu2gbxEUdayh-
worg-Z4u8F5_F5m7RJJzsO21d1zab_RYkIhs581gAL1EJkNzw6V6XE" "Vary: X-Auth-Token" "Date: Wed,
 02 Sep 2015 08:35:35 GMT" "Content-Type: application/json" "Content-Length: 8237"
"Vary: X-Auth-Token" "Date: Wed, 02 Sep 2015 08:35:35 GMT" "Content-Type: application/
json" "Content-Length: 8237"
api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 Masked because it contains a password-
string

ログの出力内容

ログに出力する内容は以下のとおりです。

表 256 : ログの出力内容

項目 サイズ 説明

リクエスト日時 24Byte（固定） APIリクエストを受け付けた日時（UTC）

以下の形式で出力します。

yyyy-MM-ddThh:mm:ss,SSSZ

• yyyy: 年（西暦）

• MM: 月
• dd: 日
• hh: 時
• mm: 分
• ss: 秒
• SSS: ミリ秒

• Z: 協定世界時（UTC）を示す記号
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項目 サイズ 説明

リクエストID ホスト名のバイト数+
13Byte（固定）

APIリクエストに設定される一意のID

以下の形式で出力します。

[ホスト名]-NNNNN-NNNN-N

N: 10進数

リクエスト元IPアドレス 0～15Byte リクエスト送信元のIPアドレス（IPv4）

X-Forwarded-Forヘッダの値を以下の形式で出力します。

xxx.xxx.xxx.xxx

認証情報 0～250Byte トークンID

リクエストヘッダにトークンヘッダ（X-Auth-Token）が指定されている

場合に出力します。

以下の形式で出力します。

<トークンID>

トークンヘッダが指定されていない場合は、空文字を出力します。

リクエストメソッド 0～7Byte 以下の形式で出力します。

<リクエストメソッド名>

リクエストURL 0～1000Byte 以下の形式で出力します。

<リクエストURL （クエリを含む）>

リクエストURLがURLエンコードされている場合、デコードせずに出

力します。

リクエストヘッダ 0～1000Byte 以下の形式で出力します。

"ヘッダ名:ヘッダ値" 

複数のヘッダが存在する場合は、半角空白で区切って出力しま

す。

リクエストボディ 0～1000Byte 以下の形式で出力します。

リクエストボディの内容

以下のコンテンツタイプの場合に出力します。

• application/json
• application/xml
• text/xml

その他の場合は、空文字を出力します。

以下の文字列についてはマスクして出力します。

• リクエストボディにパスワード関連の認証情報（”pass”を含む

文字列）が含まれていた場合は、リクエストボディを” Masked 
because it contains a password-string”に設定して出力し

ます。

• 利用者管理APIのパスワード認証方式の場合は、リクエストボ

ディのpasswordの値を”***”に設定して出力します。
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項目 サイズ 説明

レスポンス日時 24Byte（固定） APIのレスポンスを返却した日時（UTC）

以下の形式で出力します。

yyyy-MM-ddThh:mm:ss,SSSZ

• yyyy: 年（西暦）

• MM: 月
• dd: 日
• hh: 時
• mm: 分
• ss: 秒
• SSS: ミリ秒

• Z: 協定世界時（UTC）を示す記号

X-Subject-Token 0～250Byte トークンID

レスポンスヘッダにトークンヘッダ（X-Subject-Token）が指定されて

いる場合に出力します。

以下の形式で出力します。

トークンID

トークンヘッダが指定されていない場合は、空文字を出力します。

レスポンスステータス 3Byte（固定） 以下の形式で出力します。

3桁の数字(10 進数)

レスポンスヘッダ 0～1000Byte 以下の形式で出力します。

"ヘッダ名:ヘッダ値" 

• 複数のヘッダが存在する場合は、半角空白で区切って出力しま

す。

• 以下のヘッダは出力対象外です。

• Content-Length
• Connection
• Date
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項目 サイズ 説明

レスポンスボディ 0～1000Byte 以下の形式で出力します。

レスポンスボディの内容

以下のコンテンツタイプの場合に出力します。

• application/json
• application/xml
• text/xml
• text/plain

その他の場合は、空文字を出力します。

以下の文字列についてはマスクして出力します。

• リクエストボディにパスワード関連の認証情報（”pass”を含む

文字列）が含まれていた場合は、リクエストボディを” Masked 
because it contains a password-string”に設定して出力し

ます。

• オブジェクトストレージ [S3互換]の"Create s3-access-key"の
APIの場合は、レスポンスボディのsecretAccessKeyの値

を”***”に設定して出力します。

ヒント

• 改行コード（CRLF／LF）は半角空白に変換します。

• 最大出力サイズに到達した場合は、末尾に<半角空白+ピリオド3つ>（4Byte）を付与します。

以下は、レスポンスボディのサイズが1000Byteを超えた場合の出力例です。

api2-rmp1.management.jp-east-3.local-13983-1473-4 {"token": {"methods":
 ["password"], "roles": [{"id": "9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab",
 "name": "_member_"}, {"id": "df7d043a09d34a7c9e2bad15926ee097", "name":
 "cpf_org_manager"}, {"id": "3af119c426a742999e7890f6d1f70b36", "name":
 "cpf_admin"}], "expires_at": "2017-05-12T07:38:09.155614Z", "project":
 {"domain": {"id": "8be49900e8634d87a9b4ac4f9820d33b", "name": "o4qRv2b0"},
 "id": "a9b6905d51e640d8ada9d2fd3b373d4d", "name": "o4qRv2b0-prj"}, "catalog":
 [{"endpoints": [{"name": "objectstorage", "url": "https://objectstorage.jp-
east-3.cloud.globalfujitsu.com/v1/AUTH_a9b6905d51e640d8ada9d2fd3b373d4d", "region":
 "jp-east-1", "interface": "public", "id": "b506af0e016a4b5fb592f196da569a41"}],
 "type": "object-store", "id": "024329e4fde148e58ecd90b7d9872438"},
 {"endpoints": [{"name": "keymanagement", "url": "https://keymanagement.jp-
east-3.cloud.globalfujitsu.com/v1", "region": "jp-east-1", "interface":
 "public", "id": "0419c448001845af8f6828cf49745e72"}], "type": "keystore", "id":
 "07f309b0ef9d42758ea4de47bdca9c32"}, { ...
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第 18 章: プライベートリソースサービス

トピック :

• プライベートリソースサービス

[対象リージョン：全リージョン]

パブリッククラウド内に物理的に分離された仮想サーバおよびブロックスト

レージを、お客様専有リソースとして提供するサービスです。
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18.1 プライベートリソースサービス

[対象リージョン：全リージョン]

サーバ／ストレージ専有型プライベートリソースサービス

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

事前に申込みが必要です。「FJcloud-O プライベートリソースサービス 新規・追加申込書」については、弊社担当者に

連絡してください。

提供メニュー

• 専有仮想サーバ

• 専有ブロックストレージ

サーバ専有型プライベートリソースサービス

[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

事前に申込みが必要です。「専有仮想サーバ 申込書」については、弊社担当者に連絡してください。

提供メニュー

• 専有仮想サーバ

• 専有仮想サーバ for SAP
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第 19 章: ガバメントクラウドサービス

トピック :

• ガバメントクラウドサービスとは

• 共有型サービス

• 専有型サービス

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ガバメントクラウドサービスは、中央省庁および関連機関向け契約者の

申請に基づき政府情報システムとして利用するリソースを提供します。
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19.1 ガバメントクラウドサービスとは

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ガバメントクラウドサービスは、中央省庁および関連機関向け契約者（以下「政府契約者」という）の申請に基づき政府

情報システムとして利用するリソースを提供します。

提供機能

ガバメントクラウドサービスでは以下を提供します。

• 共有型サービス

政府契約者間で共有して利用できる仮想サーバおよびブロックストレージリソースを提供します。

• 専有型サービス

特定の政府契約者専有で利用できる仮想サーバおよびブロックストレージリソースを提供します。

注

ガバメントクラウドの共有型サービスと専有型サービスを同時に契約することはできません。

19.2 共有型サービス

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

政府契約者間で共有して利用できる仮想サーバ、およびブロックストレージリソースを提供します。

本サービスは、申請に基づき、政府契約者だけに提供されます。 専有型サービスと同時に利用できません。
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提供機能

政府契約者間で共有利用する物理ホスト、および物理ストレージ環境に、仮想サーバとブロックストレージを配備する

機能を提供します。また、これらは通常の仮想サーバと同等のコンピュート機能、ブロックストレージ機能も提供されま

す。

確保した物理ホストと物理ストレージは、政府契約者間での共有利用であり、一般利用者は利用できません。

注

ネットワークは一般利用者と共用です。政府契約者専用ではありません。

共有型サービスの作成

共有型サービスの環境にリソースを配備する場合は、共有型サービスの仮想サーバタイプと、ブロックストレージタイプの

両方を指定する必要があります。 通常の仮想サーバタイプやブロックストレージタイプを指定した場合は、一般利用者と

同じ環境に配備されます。

ロードバランサー、VPN(SSL-VPN)、データベースなどのリソースは、共有型サービスに配備できません。

注

仮想サーバに関する以下のプロジェクト内での制限値については、一般環境とガバメントクラウドサービスで区

別されません。プロジェクト内で一般環境とガバメントクラウドサービスの共有の両方に仮想サーバを作成した

場合は、合算で制限値までです。

• 仮想サーバ数

• 仮想CPU数

• メモリ容量
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図 104 : 共有型サービスの作成

仮想サーバタイプ

提供する仮想サーバタイプは以下のとおりです。

• スタンダードCPU：仮想CPUは、1.3 ～2.1GHz相当

• ハイスピードCPU：仮想CPUは、2.6GHz相当

表 257 : スタンダードCPUタイプ

タイプ名 仮想CPU数 ソケット数 メモリ(GB)

P3-1.d 1 1 0.5

T3-1.d 1 1 1

C3-1.d 1 1 2

C3-2.d 2 2 4

C3-4.d 4 4 8

C3-6S.d 6 1 12

C3-8.d 8 8 16

C3-10S.d 10 1 20

C3-12S.d 12 1 24

C3-14S.d 14 1 28

C3-16.d 16 16 32

S3-1.d 1 1 4

S3-2.d 2 2 8

S3-4.d 4 4 16
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タイプ名 仮想CPU数 ソケット数 メモリ(GB)

S3-6S.d 6 1 24

S3-8.d 8 8 32

S3-8S.d 8 2 32

S3-10S.d 10 1 40

S3-12S.d 12 1 48

S3-14S.d 14 1 56

S3-16.d 16 16 64

S3-16S.d 16 4 64

M3-1.d 1 1 8

M3-2.d 2 2 16

M3-4.d 4 4 32

M3-6S.d 6 1 48

M3-8.d 8 1 64

M3-8S.d 8 2 64

表 258 : ハイスピードCPUタイプ

タイプ名 仮想CPU数 ソケット数 メモリ(GB)

C4-1S.d 1 1 2

C4-2S.d 2 1 4

C4-4S.d 4 1 8

C4-6S.d 6 1 12

C4-8S.d 8 1 16

C4-10S.d 10 1 20

C4-12S.d 12 1 24

C4-14S.d 14 1 28

C4-16S.d 16 1 32

C4-20S.d 20 2 40

C4-24S.d 24 2 48

C4-28S.d 28 2 56

C4-32S.d 32 2 64

S4-1S.d 1 1 4

S4-2S.d 2 1 8

S4-4S.d 4 1 16

S4-6S.d 6 1 24

S4-8S.d 8 1 32

S4-10S.d 10 1 40
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タイプ名 仮想CPU数 ソケット数 メモリ(GB)

S4-12S.d 12 1 48

S4-14S.d 14 1 56

S4-16S.d 16 1 64

S4-20S.d 20 2 80

S4-24S.d 24 2 96

S4-28S.d 28 2 112

S4-32S.d 32 2 128

M4-1S.d 1 1 8

M4-2S.d 2 1 16

M4-4S.d 4 1 32

M4-6S.d 6 1 48

M4-8S.d 8 1 64

M4-10S.d 10 1 80

M4-12S.d 12 1 96

M4-14S.d 14 1 112

M4-16S.d 16 1 128

M4-20S.d 20 2 160

M4-24S.d 24 2 192

M4-28S.d 28 2 224

M4-32S.d 32 2 256

LM4-1S.d 1 1 16

LM4-2S.d 2 1 32

LM4-4S.d 4 1 64

LM4-6S.d 6 1 96

LM4-8S.d 8 1 128

LM4-10S.d 10 1 160

LM4-12S.d 12 1 192

LM4-14S.d 14 1 224

LM4-16S.d 16 1 256

LM4-20S.d 20 2 320

LM4-24S.d 24 2 384

XM4-1S.d 1 1 32

XM4-2S.d 2 1 64

XM4-4S.d 4 1 128

XM4-6S.d 6 1 192

XM4-8S.d 8 1 256

XM4-10S.d 10 1 320
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タイプ名 仮想CPU数 ソケット数 メモリ(GB)

XM4-12S.d 12 1 384

DM4-1S.d 1 1 48

DM4-2S.d 2 1 96

DM4-4S.d 4 1 192

DM4-6S.d 6 1 288

DM4-8S.d 8 1 384

HM4-1S.d 1 1 64

HM4-2S.d 2 1 128

HM4-4S.d 4 1 256

HM4-6S.d 6 1 384

UM4-4S.d（※） 4 1 384

L4-12S.d 12 1 128

L4-24S.d 24 2 128

L4-30S.d（※） 30 2 384

注

• ※：仮想サーバタイプ UM4-4S.d および L4-30S.d について

• 西日本第3リージョンにだけ提供されます。

• これらを利用するには事前申請が必要です。申請方法については「仮想サーバタイプ UM4-4S.d およ

び L4-30S.d の利用申請方法」を参照してください。

ブロックストレージタイプ

提供する専有ブロックストレージタイプは、以下のとおりです。

システムストレージと、増設ストレージの両方で指定できます。

表 259 : スタンダードタイプ

項目 内容

ブロックストレージタイプ M2.d

ディスクサイズ 1GB～16TB（1GB単位の指定が可能）
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利用方法

図 105 : 共有型サービス 利用開始～利用停止までの流れ

19.3 専有型サービス

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

政府契約者が専有して利用できる仮想サーバ、およびブロックストレージリソースを提供します。

本サービスは、申請に基づき、政府契約者だけに提供されます。 共有型サービスと同時に利用できません。

提供機能

専有型サービスでは以下を提供します。

• 専有仮想サーバ

• 専有ブロックストレージ

ヒント

提供サービスの詳細は、「専有仮想サーバ」 および 「専有ブロックストレージ」 を参照してください。
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A:

A: 付録

A.1 制限値
[対象リージョン：全リージョン]

各サービスが提供するIaaSリソースの制限値を以下に示します。

IaaSリソースには制限の拡張ができる項目とできない項目があります。拡張の相談は、ヘルプデスクまでご連絡くださ

い。

ただし、制限値の緩和は、依頼の都度、お客様の利用状況を確認し判断する必要があり、必ずしもお約束できるもの

ではありません。

注

リソースの制限拡張につきましては、依頼受け付け後、数営業日をいただいております。

コンピュートに関する制限値

スタンダードサービス

表 260 : 仮想サーバに関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

仮想サーバ数 1プロジェクト内で、1アベイ

ラビリティゾーンごと

20台 50台

仮想CPU (vCPU) 数 1プロジェクト内で、1アベイ

ラビリティゾーンごと

80 200

メモリ容量（プロジェクト内の

合計）

1プロジェクト内で、1アベイ

ラビリティゾーンごと

327680 MB 655360 MB

仮想サーバに設定可能な

メタデータ項目数

1仮想サーバ当たり 128

キーペア数 1ユーザ当たり、1アベイラビ

リティゾーンごと

100

サーバグループ数 1プロジェクト内で、1アベイ

ラビリティゾーンごと

10 （※） 20

1サーバグループに登録可

能な仮想サーバ数

1サーバグループ当たり 20 （※） 20

※：東日本第2だけが対象です。

表 261 : 仮想サーバ リモートコンソール機能に関する制限値一覧

- 508 -



制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

コンソール最大接続時間 - 30分 上限値なし

アイドル状態が10分間続く

と切断されます。

仮想サーバへの同時コン

ソール接続数

- 1 上限値なし

最大同時コンソール接続

数

1契約当たりAZごと 5接続 上限値なし

コンソール接続URLの有効

期限

- 10分

表 262 : 仮想サーバインポートに関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

1ドメイン当たり 2件仮想サーバインポート依頼

可能数
1プロジェクト当たり 2件

仮想サーバインポート処理

の最大実行時間

- 7日間

仮想サーバインポート処理

結果保持数

- 1000件

ヒント

制限値を超えた場合は、古い処理結果から

削除されます。
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制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

仮想サーバイメージのファイ

ルサイズ（raw形式でのサイ

ズ）

1イメージ当たり 300GB

ヒント

分割アップロード

された.vmdkファ

イルは、自動的

にraw形式に変

換されます。本

制限値は、その

raw変換後のサ

イズです。

300GB

注

仮想サーバイン

ポート（仮想環

境間移行）の場

合、Windows 
Server OSイ

メージのイン

ポート可能な

最大サイズは

80GBです。

ヒント

アップロードされ

たイメージファ

イル（.vmdkま

たは.qcow2）

は、自動的に

raw形式に変

換されます。本

制限値は、その

raw変換後のサ

イズです。

表 263 : 仮想サーバエクスポートに関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

1ドメイン当たり 2件仮想サーバエクスポート依

頼可能数
1プロジェクト当たり 2件

仮想サーバエクスポート処

理の最大実行時間

- 7日間

仮想サーバエクスポート処

理結果保持数

- 1000件

ヒント

制限値を超えた場合は、古い処理結果から

削除されます。

仮想サーバイメージのファイ

ルサイズ（raw形式でのサイ

ズ）

1イメージ当たり 300GB • 仮想環境間移行の場

合、80GB
• リージョン間移行の場

合、300GB
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SAP向けサービス

表 264 : 仮想サーバ for SAP・専有仮想サーバ for SAPに関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

システムストレージのサイズ - OSイメージによって固定サ

イズとなる

増設ストレージのサイズ - 0.1～2048GB

増設可能なストレージ数 - 1～55

スナップショット数 - 10

追加可能なポート数 - 1～9

機能提供なし

ストレージに関する制限値

表 265 : ブロックストレージに関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

ストレージのサイズ（スタン

ダードタイプ）

1ストレージ当たり 1GB～10TB（1GB単位の

指定が可能）

• M2の場合、1GB～
16TB

• M2.dの場合、1GB～
16TB

（1GB単位の指定が可能）

ストレージのサイズ（ハイパ

フォーマンスタイプ）

1ストレージ当たり 1TB～3TB（1GB単位の

指定が可能）

-

ストレージ数 1プロジェクト内で、1アベイ

ラビリティゾーンごと

50

増設ストレージと追加ポー

ト数の合計は、1仮想サー

バ当たり26個までです。

100

増設ストレージと追加ポー

ト数の合計は、1仮想サー

バ当たり26個までです。

ストレージ容量（プロジェクト

内の合計）

1プロジェクト内で、1アベイ

ラビリティゾーンごと

5TB（スナップショット容量を含む）

1プロジェクト内で、1アベイ

ラビリティゾーンごと

100スナップショット数

1ボリューム当たり - 32

エクスポート可能な増設ス

トレージの最大サイズ

1増設ストレージ当たり 1TB 300GB

インポート可能な増設スト

レージの最大サイズ

1増設ストレージ当たり 1TB 300GB

- 511 -



制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

バックアップ数（完全バック

アップ、増分バックアップの

合計）

1プロジェクト内で、1アベイ

ラビリティゾーンごと

- 100

増分バックアップの世代数

の上限はありません。

バックアップ容量（プロジェク

ト内の完全バックアップ、増

分バックアップの合計）

1プロジェクト内で、1アベイ

ラビリティゾーンごと

- 5TB

増分バックアップを作成した

場合も、作成元ブロックスト

レージの上限値容量が追

加されます。

仮想サーバイメージ作成

時のブロックストレージ（ボ

リューム）の最大サイズ

1ボリューム当たり - 1TB

ヒント

作成済みのブ

ロックストレージ

（ボリューム）を

複製するため

に、以下の機能

を提供します。 
• スナップショッ

ト

• イメージ

• バックアップ

大容量ボリュー

ムを対象とする

場合は、スナッ

プショット、バック

アップ機能の利

用を検討してく

ださい。

各機能の使い

分けについて

は、「スナップ

ショット、イメー

ジ、バックアップ

の使い分け」を

参照してくださ

い。

ヒント

• 1GB=1024^3Byteです。

• 1TB=1000GBです。

表 266 : オブジェクトストレージに関する制限値一覧
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制限値

東日本第3

西日本第3

項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

Swift S3

1ユーザー当たり 無制限 無制限オブジェクト数

1コンテナ（バケット）

当たり

無制限 無制限

オブジェクト名長 - 1024Byte以下 1024Byte以下

オブジェクトサイズ 1オブジェクト当たり 0～5GB 0～5TB

一度にアップロード可

能なオブジェクトのサ

イズ

- - - 0～5GB

オブジェクトのメタデー

タ名長

- 128Byte以下 128Byte以下

オブジェクトのメタデー

タ長

- 2048Byte以下 2048Byte以下

メタデータ名長、メタ

データ長を合計したサ

イズが 24576Byte以

下

コンテナ数 1ユーザー当たり 無制限 1000 -

バケット数 1テナント当たり - - 1000

コンテナ名長／バケッ

ト名長

- 256Byte以下 255Byte以下 3～63Byte

コンテナ名／バケット

名の一意性

- プロジェクト内で一意 リージョン内で一意

コンテナのメタデータ

名長

- 128Byte以下 -

コンテナのメタデータ

長

- 2048Byte以下 -

テナント数 1契約者当たり - - 20

テナント名の一意性 - - - 契約者内で一意

テナント管理グループ

数

1テナント当たり - - 100

テナント管理グループ

名の一意性

- - - テナントの中で一意

テナント管理ユーザー

数

1テナント当たり - - 無制限

テナント管理ユーザー

名の一意性

- - - グループの中で一意

アクセスキー・シーク

レットキー

１ユーザー当たり - - 100

表 267 : アーカイブストレージに関する制限値一覧
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制限値項目 制限の範囲

東日本第3

アーカイブストレージ数 1プロジェクト当たり 10

スナップショット数 
（オンデマンド）

1アーカイブストレージ当たり 32

スナップショット数 
（スケジュール）

1アーカイブストレージ当たり 32

ネットワークに関する制限値

表 268 : ネットワークに関する制限値一覧

制限値

東日本第3

西日本第3

項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

仮想サーバ ベアメタルサーバ

ネットワーク数 1プロジェクト内で、

1アベイラビリティゾー

ンごと

10 10

サブネット数 1プロジェクト内で、

1アベイラビリティゾー

ンごと

10 10

サブネットに設定可

能なホストルート数

1サブネット当たり 20 20

60

仮想サーバ、ベアメタルサーバに関係なく、ポート

数の合計は、1プロジェクト内60個までです。

ポート数 1プロジェクト内で、

1アベイラビリティゾー

ンごと

50

増設ストレージと追

加ポート数の合計

は、1仮想サーバ当

たり26個までです。

ヒント

ストレー

ジの増

設に伴

なって増

加する

ポート数

はカウン

トされま

せん。

増設ストレージと追

加ポート数の合計

は、1仮想サーバ当

たり26個までです。
注

各ポート（親

ポート、サブ

ポート）に設定

されるセキュリ

ティルールが「セ

キュリティグルー

プに設定可能

なルール数」と

してカウントされ

るため、セキュ

リティーグループ

のルール数の制

限を確認してく

ださい。
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制限値

東日本第3

西日本第3

項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

仮想サーバ ベアメタルサーバ

ポートに設定可能

な通信許可アドレス

ペア数

1ポート当たり 10 10

グローバルIPアドレス

数

1プロジェクト内で、

1アベイラビリティゾー

ンごと

50 50

セキュリティグループ

数

1プロジェクト当たり 20 20 20

注

各ポート(親
ポート、サブ

ポート)に設定

されるセキュリ

ティルールが「セ

キュリティグルー

プに設定可能

なルール数」と

してカウントされ

るため、セキュ

リティーグループ

のルール数の制

限を確認してく

ださい。
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制限値

東日本第3

西日本第3

項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

仮想サーバ ベアメタルサーバ

セキュリティグループ

に設定可能なルー

ル数

注

セキュ

リティグ

ループ全

体で設

定可能

な数で

す。個々

のセキュ

リティグ

ループに

設定可

能な数

ではあり

ません。

1プロジェクト当たり 100 100 Ingress: 16
Egress: 16

注

• ベアメタル

サーバでは

仮想サーバと

は異なり、セ

キュリティーグ

ループに設定

可能なルー

ル数ではな

く、1台のベア

メタルサーバ

に設定可能

なルールの合

計数が制限

です。

• 1台のベアメ

タルサーバに

設定可能な

ルールの合

計数は、以

下の計算式

で求められま

す。

合計数 =
(親ポート
数) × (親
ポートに設
定されたセ
キュリティ
グループの
ルール数の
合計+
1) ＋
 {(サブポ
ート数) ×
 (サブポー
トに設定さ
れたセキュ
リティグル
ープのルー
ル数の合計
+1)} ＋
 …
 {※サブポ
ートごとの
繰り返し}
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制限値

東日本第3

西日本第3

項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

仮想サーバ ベアメタルサーバ

仮想ルータ数 1プロジェクト内で、

1アベイラビリティゾー

ンごと

10 10

仮想ルータに設定

可能なルーティング

数

1仮想ルータ当たり 128 128

プロジェクト間ネッ

トワーク接続数（

RBAC）

1プロジェクト当たり - 10 

ヒント

他プロジェクトとネットワークを共有でき

る上限値です。

• 例1）1つのネットワークだけを共有す

る場合、10プロジェクトまで共有可

能

• 例2）2つのネットワークを共有する

場合、一方を6プロジェクトに共有

すると、他方は4プロジェクトまで共

有可能

VPNサービス数 1仮想ルータ当たり 1 1

1プロジェクト当たり 20 -IPsec VPN拠点数

1仮想ルータ当たり - 20

SSL-VPN接続数 1コネクション当たり 20セッション 20セッション （※）

SSL-VPN接続を

利用するユーザー数

1プロジェクト当たり - 255 

注

利用中のSSL-VPN接続数（セッショ

ン数）にかかわらず、SSL-VPN接続

可能なユーザー数の上限は255で

す。

SSL-VPN 
Connectionリソー

スに設定可能なセ

キュリティグループ数

1コネクション当たり 6 -

1プロジェクト内で、

1アベイラビリティゾー

ンごと

10 10ファイアーウォール数

1仮想ルータ当たり - 1

ファイアーウォールポ

リシー数

1ファイアーウォール

当たり

1 1

ファイアーウォール

ルール数

1ファイアーウォール

ポリシー当たり

500 - 200
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制限値

東日本第3

西日本第3

項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

仮想サーバ ベアメタルサーバ

1仮想ルータ当たり - 500 -

※SSL-VPN接続数の上限は255セッションに拡張できます。実行するAPIの詳細についてはSSL VPN V2
Connectionsを参照してください。

表 269 : ロードバランサーサービスに関する制限値一覧

制限値

東日本第3

西日本第3

項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

仮想サーバ ベアメタルサーバ

ロードバランサー名 1ロードバランサー当

たり

• 長さ：1～30文字

• 使用可能な文

字種：半角英数

字、-（ハイフン）

• 長さ：1～30文字

• 使用可能な文字種：

半角英数字、-（ハイフ

ン）、_（アンダースコア）

• 長さ：1～99文字

• 使用可能な文

字種：半角英

数字、-（ハイフ

ン）、_（アンダース

コア）

1プロジェクト当たり 20 20 -作成可能なロードバ

ランサー数
1仮想ルータ当たり - - 1

作成可能なリスナー

数

1ロードバランサー当

たり

- - 15

作成可能なポリシー

数

1ロードバランサー当

たり

100 - -
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制限値

東日本第3

西日本第3

項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

仮想サーバ ベアメタルサーバ

最大コネクション数 1サブネット当たり - 1000000 

注

Create 
Listenerの
パラメタ 
connection_
limitで、-1を

指定してリス

ナーを作成

するときの制

限値です。

IaaSポータル

でリスナーを

作成する場

合の制限値(
32768)とは

異なりますの

で注意してく

ださい。 

60000

表 270 : DNSゾーン管理に関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

全リージョン共通

DNSゾーン登録数 1プロジェクト当たり 500

キャッシュ保持期間 (TTL) - 60～86400秒

ゾーン情報一括取得の最

大数

- 100件

表 271 : DNSレコード管理に関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

全リージョン共通

レコード数 1DNSゾーン当たり 10000

対応レコードタイプ - A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, PTR, SRV

ワイルドカード設定可能 - A, AAAA, MX, CNAME, TXT

表 272 : DNSレコード入力制限値一覧
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レコードタイ

プ

項目 制限内容 必須

レコード名 長さ：1～63文字

使用可能な文字種：半角英数字（a～z、0～9）、-（ハイフン）、*（ワイルド

カード）、@（アットマーク）

◯

TTL 60～86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 使用可能な文字種：半角英数字、.（ドット）

使用可能なIPv4アドレス帯であること

◯

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角

重みづけ 0～100

使用可能な文字種：半角数字

（※
1）

ヘルスチェック

IPアドレス

長さ：1～32 文字

半角英数字、.（ドット）

（※
2）

ヘルスチェック

ポート番号

長さ：1～5文字

使用可能な文字種：半角数字

（※
2）

ヘルスチェック

ホスト名

長さ：0～255文字

使用可能な文字種：半角文字

（※
3）

A

ヘルスチェック

パス

使用可能な文字種：半角文字

ポリシーによりフェイルオーバ選択時のみ未入力可能

（※
3）

レコード名 長さ：1～63 文字

半角英数字、-（ハイフン）、*（ワイルドカード）、@（アットマーク）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 半角英数字、:（コロン）

使用可能な IPv6 アドレス帯であること

◯

メモ 長さ：255 文字以内

使用可能な文字種：全角

重みづけ 0～100

使用可能な文字種：半角数字

（※
1）

AAAA

ヘルスチェック

IPアドレス

長さ：1～32 文字

使用可能な文字種：半角英数字、.（ドット）

（※
2）
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レコードタイ

プ

項目 制限内容 必須

ヘルスチェック

ポート番号

長さ：1～5 文字

使用可能な文字種：半角数字

（※
2）

ヘルスチェック

ホスト名

長さ：255文字以内

使用可能な文字種：半角文字

（※
3）

ヘルスチェック

パス

使用可能な文字種：半角文字 （※
3）

レコード名 長さ：1～63 文字

使用可能な文字種：半角英数字、-（ハイフン）、*（ワイルドカード）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 長さ：1～255文字

使用可能な文字種：半角英数字、マルチバイトドメイン、.（ドット）、-（ハイ

フン）

◯

CNAME

メモ 長さ：255 文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 長さ：1～63 文字

半角英数字、.（ドット）、-（ハイフン）、*（ワイルドカード）、@（アットマーク）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 長さ：1～255文字

使用可能な文字種：半角英数字、マルチバイトドメイン、.（ドット）、-（ハイ

フン）

◯

プライオリティ 0 ～ 64000

使用可能な文字種：半角数字

◯

MX

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 長さ：1～63 文字

使用可能な文字種：半角英数字、_（アンダーバー）、-（ハイフン）、*（ワイ

ルドカード）、@（アットマーク）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

TXT

値 半角英数字、半角スペース、"（ダブルクォーテーション）以外の半角記号 ◯
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レコードタイ

プ

項目 制限内容 必須

メモ 長さ：255 文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 長さ：1～63 文字

使用可能な文字種：半角英数字、-（ハイフン）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 使用可能な文字種：半角英数字、マルチバイトドメイン、.（ドット）、-（ハイ

フン）

◯

NS

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 文字種：半角英数字（a～z、0～9）、.（ドット）、-（ハイフン）

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

値 使用可能な文字種：半角英数字（a～z、0～9）、マルチバイトドメイ

ン、.（ドット）、-（ハイフン）

◯

PTR

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角

レコード名 長さ：1～63文字

使用可能な文字種：半角英数字、.（ドット）、-（ハイフン）、_（アンダー

バー）

“_<サービス名>._<プロトコル名>”の形式で指定（例：_ftp._tcp）

◯

TTL 60 ～ 86400秒

入力値がない場合は、ゾーンのTTL値を優先

プライオリティ、重みづけ、ポート番号、ターゲットをこの順番に半角スペース

区切りで指定

◯

プライオリティ 0 ～ 64000

使用可能な文字種：半角数字

◯

重みづけ 0～65535

使用可能な文字種：半角数字

◯

SRV

値

ポート番号 0～65535

使用可能な文字種：半角数字

◯
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レコードタイ

プ

項目 制限内容 必須

ターゲット 長さ：1～255文字

使用可能な文字種：半角英数字、マルチバイトドメイ

ン、.（ドット）、-（ハイフン）

“<Aレコードのレコード名>.<ドメイン名>”の形式で指定

ヒント

Aレコードのレコード名 “ftp-server-01” ドメイン

名 “example.com”の場合

“ftp-server-01.example.com”と指定

◯

メモ 長さ：255文字以内

使用可能な文字種：全角

※1：ポリシーにより重みづけを選択時は必須項目です。

※2：ポリシーによりフェイルオーバを選択時は必須項目です。

※3：ポリシーによりフェイルオーバを選択時の場合、任意項目です。

データベースサービスに関する制限値

表 273 : データベースサービスに関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

データベース仮想サーバ数 1プロジェクト当たり 40

すべてのデータベース仮想

サーバの合計ディスクサイズ

1プロジェクト当たり 100TB

作成可能なDBスナップ

ショット数

1データベース仮想サーバ

当たり

50世代

DBの最大容量 1データベース仮想サーバ

当たり

10TB

DBサブネットグループ数 1データベース仮想サーバ

当たり

20

DBサブネット数 1サブネットグループ当たり 20

DBパラメーターグループ数 1プロジェクト当たり 50

イベント通知登録数 1データベース仮想サーバ

当たり

20

リードレプリカ数 1データベース仮想サーバ

当たり

5
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制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

データベース仮想サーバ名 - • 長さ：1～255文字

• 使用可能な文字種：英数字、-（ハイフン）

• そのほか制約事項

• 先頭文字は英字とする

• ハイフンは先頭に使用できない

• ハイフンは2つ以上連続して使用できない

データベース仮想サーバの

説明

- • 長さ：1～1024文字

マスタユーザー名 - • 長さ：1～63文字

• 使用可能な文字種：英字（小文字）、数字、_（アン

ダースコア）

• そのほか制約事項

• 先頭は英字（小文字）または_（アンダースコア）だけ

使用可能

マスタユーザーパスワード - • 長さ：1～1024文字

DBスナップショット名 - • 長さ：1～255文字

• 使用可能な文字種：英数字、-（ハイフン）

• そのほか制約事項

• 先頭は英字で始まること

• 先頭にハイフンは使用不可

• 連続した2つ以上のハイフンは使用不可

リードレプリカ名 - • 長さ：1～255文字

• 使用可能な文字種：英数字、-（ハイフン）

• そのほか制約事項

• 先頭は英字で始まること

• 先頭にハイフンは使用不可

• 連続した2つ以上のハイフンは使用不可

メール配信サービスに関する制限値

表 274 : メール配信サービスに関する制限値一覧
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制限値項目 制限の範囲

東日本第1

最大メール送信数　（※1） 1プロジェクト当たり • API利用：最大500通／秒（1リクエスト当たり50通

で、1秒間に0.1秒間隔で10リクエスト実行できた場

合）

• SMTPインターフェース利用：10000通／分

送信元メールアドレス登録

数と送信元ドメイン登録数

の合計値

1プロジェクト当たり 1000ID

最大リクエスト数（※1） 1プロジェクト当たり • API利用（※2 ） 
直前に実行したメール配信サービスAPIから指定秒後

にAPIを実行できます。

• SendEmail API, SendRawEmail API：1リクエス

ト／0.1秒

• その他のメール配信サービスAPI：1リクエスト／1秒 

• SMTPインターフェース利用：制限なし

受信者数　（※3） 1リクエスト当たり • API利用：50通

• SMTPインターフェース利用：500通

メール最大容量 1通当たり • API利用：2MB
• SMTPインターフェース利用：10MB（添付ファイルを含

む）

※1：性能は、以下に影響されて変動します。

• 宛先の受信メールサーバーの性能や混雑状況

• メール配信サービスの混雑状況

※2：API利用時の例を示します。

• SendEmail API, SendRawEmail APIの場合

• SendEmail --(0.1秒後)--> SendEmail (成功)
• SendRawEmail --(0.1秒後)--> SendEmail (成功)
• SendEmail --(0.05秒後)--> SendEmail (エラー)
• GetSendQuota --(0.1秒後)--> SendEmail (成功)
• GetSendQuota --(0.05秒後)--> SendEmail (エラー)

• その他のメール配信サービスAPIの場合（例：GetSendQuota API）
• GetSendQuota --(1秒後)--> GetSendQuota (成功)
• GetSendQuota --(0.1秒後)--> GetSendQuota (エラー)
• SendEmail --(1秒後)--> GetSendQuota (成功)
• SendEmail --(0.1秒後)--> GetSendQuota (エラー)

※3：受信者数は、To、Cc、Bccに指定した宛先の合計です。

コンテンツ配信サービスに関する制限値

表 275 : コンテンツ配信に関する制限値一覧
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制限値項目 制限の範囲

全リージョン共通

コンテンツ配信可能となるま

での時間（APIで配信設定

の発行後の時間）

- 10分以内

配信設定数 1プロジェクト当たり 200

独自ドメインによるセキュ

アー配信設定数

1プロジェクト当たり 3ドメイン名

ヒント

上限値を超える場合は、必要な数のドメイン

名を申込書に記載してください。追加のライセ

ンスキーを発行します。

キャッシュ動作制御ルール 1配信設定当たり 100ビヘイビア

配信可能なファイルサイズ 1ファイル当たり 1.8GB

エッジサーバに置けるファイ

ル数

- 上限値なし

キャッシュ動作制御ルール

の最大サイズ

1キャッシュ動作制御ルール

当たり

• 送信：16KB

以下の合計値です。

お客様指定値＋（配信FQDN長×オリジン設定ビヘイ

ビア数）

• 受信：上限値なし

FQDN情報に指定可能な

文字列

- 付与ドメインの場合

• プレフィックスに指定可能な文字列：0～30文字

• 文字種別：英数字、-（ハイフン）

独自ドメインの場合

• FQDNに指定可能な文字列：1～255文字

• 文字種別：英数字、-（ハイフン）、.（ドット）

ヒント

• 英大文字も英小文字として扱います。

• 先頭または末尾に-（ハイフン）は使用できま

せん。

• "xn--"を含めることはできません。

設定可能なキャッシュTTL - 0～9999日

API秒間実行可能数 (
Rate Limiting)

- APIによっては、秒間実行数に制限あり。

ヒント

ステータスコード429が応答された場合は、し

ばらくしてから再実行してください。

同時アクセス可能数 - エッジサーバの上限値はなし。
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制限値項目 制限の範囲

全リージョン共通

アクセスログの格納先のプレ

フィックスに指定可能な文

字列

- 1～256文字

（アカウント名、コンテナ名などを含む）

テンプレートサービスに関する制限値

表 276 : オーケストレーションに関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

スタック数 1プロジェクト当たり 1000

スタック名 - • 長さ：1～255文字

• 使用可能な文字種：半角英数字、_（アンダースコ

ア）、-（ハイフン）、.（ドット）

スタックに含めることができる

リソース数

1スタック当たり 1000

イベント数 1スタック当たり 1000

ヒント

制限値を超えた場合は、古いイベントから削

除されます。

スタック作成時に指定でき

るテンプレートファイルのサイ

ズ

- 512KB以下

管理機能に関する制限値

表 277 : トークンに関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

グローバルトークン数 1ドメイン当たり 5000個

グローバルトークンの有効

期限

- 3時間

リージョナルトークン数 1ドメイン当たり 5000個

リージョナルトークンの有効

期限

- 3時間 6時間

表 278 : ドメイン、プロジェクト、グループ、ユーザーに関する制限値一覧
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制限値項目 制限の範囲

全リージョン共通

プロジェクト数 1ドメイン・1リージョン当たり 1000

プロジェクト名 - • 長さ：4～64文字

• 使用可能な文字種：半角英数字および以下の記号

+（プラス）、=（等号）、,（カンマ）、.（ドット）、@（アット

マーク）、-（ハイフン）、_（アンダースコア）

• 大文字小文字の区別：なし

グループ数 1プロジェクト当たり 100

グループ名 - • 長さ：4～64文字

• 使用可能な文字種：半角英数字および以下の記号

+（プラス）、=（等号）、,（カンマ）、.（ドット）、@（アット

マーク）、-（ハイフン）、_（アンダースコア）

• 大文字小文字の区別：なし

• 一意性制約：ドメイン内で一意

1ドメイン当たり 100000ユーザー数

1グループ当たり 100

ユーザー名 - • 長さ：4～246文字

• 使用可能な文字種：半角英数字および以下の記号

.（ドット）、@（アットマーク）、-（ハイフン）、_（アンダース

コア）

ユーザーのパスワード - • 長さ：16～64文字

• 使用可能な文字種：半角英数字、半角空白、および

以下の記号

!#$%&()*+-.=?@[]_{}~

• 複雑性の制約

• ユーザー名を含まない

• 英字を1文字以上含む

• 数字を1文字以上含む

• 大文字小文字の区別：あり

メールアドレス - • 長さ：5～64文字

• 使用可能な文字種：半角英数字および以下の記号

!#$%&'*+-./=?@^_`{|}~

表 279 : パスワードポリシーに関する値一覧
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制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

最低文字長 - 16文字

最低日数 - 1日

有効日数 - 90日

注

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-Oの

セキュリティポリシーに準拠する仕様のため、パ

スワードの有効期限を無期限、または90日か

ら延ばすことはできません。パスワードは定期

的に変更してください。

ロックアウト - • 連続して一致しなかった

回数：15分以内に5回

• ロックがかかってから解除

までの時間：15分

• 連続して一致しなかった

回数：5回

• ロックがかかってから解除

までの時間：15分

パスワード履歴 - 過去4回

注

過去4回に設定したパスワードが変更後のパ

スワードに含まれる場合、パスワードを変更で

きません。

表 280 : 鍵管理機能に関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

鍵情報コンテナ名 - • 長さ：1～255文字

• 使用可能な文字種：半角英数字、半角記号

鍵情報コンテナ数 - 100

鍵情報コンテナに格納可

能な鍵情報数

1鍵情報コンテナ当たり 10

鍵情報数 - 100

鍵情報名 - • 長さ：1～255文字

• 使用可能な文字種：半角英数字、半角記号

鍵情報のサイズ - 10000B以下

ベアメタルサービスに関する制限値

表 281 : 共有ストレージに関する制限値一覧

- 529 -



制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

共有ストレージ数 1プロジェクト当たり 50個

スナップショット数 1共有ストレージ当たり 250個

バックアップストレージ数 1共有ストレージ当たり 3個

バックアップデータの世代数 1共有ストレージ当たり

機能提供なし

250世代

表 282 : ブロックストレージ（iSCSI）に関する制限値一覧

制限値項目 制限の範囲

東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

ブロックストレージ（iSCSI）
数

1プロジェクト当たり 50個

スナップショット数 1プロジェクト当たり

機能提供なし

100個

A.2 留意事項
[対象リージョン：全リージョン]

IaaSサービスに関連する留意事項について説明します。

アベイラビリティゾーン内インフラストラクチャーに関する留意事項

アベイラビリティゾーン内においてハードウェア機器に故障が発生した場合、お客様の仮想リソースに以下の影響が出る

ことがあります。

• ブロックストレージの冗長構成における切り替えによるI/O遅延（最大180秒）

• ネットワーク／サブネット／仮想ルータ／ネットワークコネクタ―の通信断

A.3 命名時に使用可能な文字
[対象リージョン：全リージョン]

各サービスで使用できる文字種や長さなどを以下に示します。

仮想サーバ

表 283 : 仮想サーバに関する文字
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項目 文字種 長さ

仮想サーバ名（※1） 東日本第1／第2、西日本第1／第2の場合

• ASCII文字範囲

東日本第3／西日本第3の場合

• ASCII文字範囲

• 日本語範囲（※2）

255バイト以下

スナップショット名 ASCII文字範囲 255バイト以下

キーペア名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-_）

• 大文字と小文字の区別あり

• 空白は使用不可

255バイト以下

サーバグループ名 UTF-8文字範囲 255バイト以下

注

• ※1：東日本リージョン2の場合、1バイト文字だけが使用できます。2バイト文字が含まれる場合、仮想

サーバのオートフェイルオーバが動作しません。

• ※2：東日本リージョン3／西日本リージョン3でサーバ名に日本語を含める場合、以下に注意してくださ

い。

• 2021年4月19日以前から仮想サーバを使用している場合

UTF8換算で63バイト以下になるように指定してください。

• 2021年4月19日以降、新規に作成する仮想サーバの場合

1バイト文字だけ使用してください。

誤って設定した場合は即時変更してください。変更に伴うリスクはありません。

ストレージ

表 284 : オブジェクトストレージに関する文字

項目 長さ

オブジェクト名 1024バイト以下

オブジェクトのメタデータ名 128バイト以下

オブジェクトのメタデータ 2048バイト以下

コンテナ名 256バイト以下

コンテナのメタデータ名 128バイト以下

コンテナのメタデータ 2048バイト以下

ネットワーク

表 285 : ネットワークに関する文字

項目 文字種 長さ

ネットワーク名 ASCII文字範囲 255バイト以下

サブネット名 ASCII文字範囲 255バイト以下
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項目 文字種 長さ

セキュリティグループ名 ASCII文字範囲 255バイト以下

セキュリティグループの説明 ASCII文字範囲 1024バイト以下

ポート名 ASCII文字範囲 255バイト以下

ネットワークコネクター名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-_）

• 大文字と小文字の区別あり

255バイト以下

コネクターエンドポイント名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-_）

• 大文字と小文字の区別あり

255バイト以下

仮想ルータ名 ASCII文字範囲 255バイト以下

VPNサービス名 ASCII文字範囲 255バイト以下

SSL-VPN接続名 ASCII文字範囲 255バイト以下

表 286 : ファイアーウォールサービスに関する文字

項目 文字種 長さ

ファイアーウォール名 ASCII文字範囲 255バイト以下

ファイアーウォールの説明 ASCII文字範囲 1024バイト以下

ファイアーウォールルール名 ASCII文字範囲 255バイト以下

ファイアーウォールルールの説明 ASCII文字範囲 1024バイト以下

ファイアーウォールポリシー名 ASCII文字範囲 255バイト以下

ファイアーウォールポリシーの説明 ASCII文字範囲 1024バイト以下

表 287 : ロードバランサーサービスに関する文字

項目 文字種 長さ

ロードバランサー名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-） 1～30文字

セッション維持ポリシー名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（!"#$%&'()*
+,-./:;<=>?@[\]^_'{|}~ ）

• 大文字と小文字の区別あり

255バイト以下

リダイレクトポリシー名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（!"#$%&'()*
+,-./:;<=>?@[\]^_'{|}~ ）

• 大文字と小文字の区別あり

255バイト以下

データベース

表 288 : データベースサービスに関する文字

- 532 -



項目 文字種 長さ

データベース仮想サーバ名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-）

• 先頭は英字で始まること

• 先頭にハイフンは使用不可

• 連続した2つ以上のハイフンは使用不可

1～255文字

マスタユーザー名 英字（小文字）、数字、記号（_）

• 先頭は英字（小文字）または記号（_）だけ使用可

能

1～63文字

マスタユーザーパスワード 英字（大文字、小文字）、数字、'(シングルクォー

ト)以外の記号

1～1024文字

データベースのスナップショット名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-）

• 先頭は英字で始まること

• 先頭にハイフンは使用不可

• 連続した2つ以上のハイフンは使用不可

1～255文字

リードレプリカ名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-）

• 先頭は英字で始まること

• 先頭にハイフンは使用不可

• 連続した2つ以上のハイフンは使用不可

1～255文字

テンプレート

表 289 : テンプレートサービスに関する文字

項目 文字種 長さ

スタック名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-_.） 1～255文字

管理機能

表 290 : 利用者管理に関する文字

項目 文字種 長さ

プロジェクト名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-_+=,.@）

• 大文字と小文字の区別なし

4～64文字

プロジェクトの説明 制限なし 255文字以下

グループ名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-_+=,.@）

• 大文字と小文字の区別なし

4～64文字

ユーザー名 英字（大文字、小文字）、数字、記号（-_.@） 4～246文字
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項目 文字種 長さ

ユーザーのパスワード 英字（大文字、小文字）、数字、記号（!#$%&()*
+-.=?@[]_{}~）

• 大文字と小文字の区別あり

• ユーザー名を含まない

• 英字を1文字以上含む

• 数字を1文字以上含む

16～64文字

表 291 : 鍵管理に関する文字

項目 文字種 長さ

鍵情報コンテナ名 英字（大文字、小文字）、数字、半角記号 1～255文字

鍵情報名 英字（大文字、小文字）、数字、半角記号 1～255文字

A.4 Microsoft製品利用時の注意事項
[対象リージョン：全リージョン]

Microsoft製品利用時の注意事項について説明します。

ストレージの新規追加・削除の事前準備

スタンダードサービスの仮想サーバ（Windows）にブロックストレージをアタッチまたはデタッチする場合、以下の手順に従っ

てSANポリシーを確認・変更してください。SANポリシーが「すべてオンライン」ではない状態でブロックストレージのアタッ

チ・デタッチを実施した場合、仮想サーバの再起動後にストレージが正常に認識されないことがあります。

1. 管理者権限でコマンドプロンプトを起動します。

2. 「DISKPART」と入力し、Enterキーを押します。

3. 「san」と入力し、Enterキーを押します。

• 「SAN ポリシー：すべてオンライン」と表示された場合

SANポリシーの変更は不要です。手順6を実施してコマンドプロンプトを終了してください。

• 「SAN ポリシー：オフライン共有」と表示された場合

手順4以降を実施してSANポリシーを変更してください。

4. 「san policy=OnlineAll」と入力し、Enterキーを押します。

5. 「san」と入力し、Enterキーを押します。

「SAN ポリシー：すべてオンライン」に変更されたことを確認してください。

6. 「exit」と入力し、Enterキーを押します。

DISKPARTが終了します。

7. コマンドプロンプトを終了します。

サポート対象外の機能

Windows Server OSにおいて、以下のサーバーの役割はサポートされません。

• Active Directory Rights Management サービス

• DHCPサーバー

• Hyper-V
• Windows 展開サービス
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• リモート アクセス

• DirectAccess および VPN(RAS)
• ルーティング

Windows Server OSにおいて、以下の機能はサポートされません。

• BitLocker ドライブ暗号化

• iSNSサーバー サービス

• ピア名解決プロトコル

• マルチパス I/O
• SNMP サービス

• WINS サーバー

• ワイヤレス LAN サービス

• Windows Server Fail Over Cluseter

FJcloud-Oでは動作検証していないため、お客様の責任で検証・導入の判断が必要です。

ヒント

ソフトウェアサポートサービスを契約しているお客様は、契約内容に応じて富士通SupportDeskに問い合わ

せできます。

使用できない機能

Windows Server OSにおいて、以下の機能は使用できません。

• ネットワーク負荷分散

• Windows OSの仮想サーバにおいて、DVDからの起動ができないため、Windows Server Backupによるシステムリ

ストア（ベアメタル回復）機能は使用できません。

• Windows OSの仮想サーバに対して、NMI（Non-maskable Interrupt）は実行できません。

• Microsoft SQL Serverは、ライセンス条件によりインストーラ等の提供ができません。

このため、インストール媒体を利用したインスタンスの追加／再構築、インスタンス名の変更などは実施できません。

別途お客様にてMicrosoftのライセンスモビリティを使用することで対応可能となります。

Microsoftのライセンスモビリティを使用してMicrosoft SQL Serverを持ち込む場合は、 「Microsoft製品持込時の

注意事項」を参照してください。

A.5 Microsoft製品持込時の注意事項
[対象リージョン：全リージョン]

Microsoft製品持込時の注意事項について説明します。

注

お客様が所有しているライセンスをFJcloud-O/ベアメタルに持ち込む場合、所有するライセンスの規約に従っ

て適切に利用してください。

専有環境（お客様専有の物理サーバおよび仮想サーバ）で利用する場合

該当サービス

• FJcloud-O IaaS プライベートリソースサービス

• FJcloud-O IaaS ガバメントクラウドサービス（専有型サービス）

• FJcloud-O IaaS プライベートリージョンサービス（Model3/4）

• FJcloud-ベアメタルサービス

お客様がボリュームライセンスまたはSPLAライセンスを取得した製品を、専有環境上に展開できます。
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共有環境（共有の物理サーバ上で提供される仮想サーバ）で利用する場合

該当サービス

• FJcloud-O IaaS サービス（仮想サーバ）

• FJcloud-O IaaS ガバメントクラウドサービス（共有型サービス）

お客様のボリュームライセンスを利用する場合

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を利用することで、ライセンスモビリティに対応するMicrosoftサーバーア

プリケーション製品を、共有環境上に展開できます。

• 利用資格要件

1. サーバーライセンス、プロセッサライセンス、クライアントアクセスライセンス、サーバー管理ライセンスなど、ライセンス

取得済みのソフトウェアの実行とアクセスに使用されるライセンスには、すべて有効なソフトウェアアシュアランスが必

要です。

2. Microsoft製品条項に記載されている対象製品だけに適用されます。

＜ライセンスモビリティを適用可能な製品例＞

Exchange Server、Skype for Business Server、Microsoft Dynamics、SharePoint Server、SQL
Server、System Center、BizTalk Server、RDS Client Access License など

3. Windows Server、Windowsクライアントオペレーティングシステム、デスクトップアプリケーション製品には適用され

ません。

4. 対象となるライセンスをFJcloud-Oの共有サーバーに割り当ててから90日間は、そのライセンスを再割り当てするこ

とはできません。ただし、最後の割り当てから90日以内であっても、FJcloud-Oの共有サーバー間では再割り当て

することができます。詳細については、Microsoft製品条項を参照してください。

• 利用手続方法

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を利用する場合は、ボリュームライセンス契約の対象となるライセン

スを確認し、使用するライセンスの詳細を記載したライセンス確認フォームをMicrosoft社に提出する必要があります。

ライセンス確認フォームの「認定モビリティパートナーの情報」欄には、以下の弊社情報を記入してください。

項目 弊社情報

認定モビリティパートナーの名称 富士通株式会社

Authorized Mobility Partner Name FUJITSU LIMITED

認定モビリティパートナーのWebサイトのURL www.fujitsu.com

Authorized Mobility Partner Website URL www.fujitsu.com

認定モビリティパートナーの電子メールアドレス fj-cloud-mobility@dl.jp.fujitsu.com

Authorized Mobility Partner Email Address fj-cloud-mobility@dl.jp.fujitsu.com

Microsoft社は、お客様のライセンスが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条項に従って対象となるこ

とを確認し、お客様と弊社にこの状態を通知します。

注

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を利用する際は、必ず、Microsoftボリュームライセンスの

「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」のページに記載されている最新情報を確認してください。

　

お客様のSPLAを利用する場合

サービスプロバイダー製品使用権説明書（SPUR）において、DCP対象の製品については、お客様のSPLAを利用して

展開できます。

A.6 スナップショット、イメージ、バックアップの使い分け
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]
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作成済みのブロックストレージ（ボリューム）を複製するための機能として、スナップショット、イメージ、バックアップを提供し

ます。

各機能について、特徴と利用シーンを以下に示します。

機能名 概要・特徴 利用シーン

スナップショット 概要：利用中のブロックストレージに対して、そ

の時点の状態を保存する

特徴：

• 取得したスナップショットは、ブロックストレージ

へのリストア、複製に利用できる

• 状態保存、リストアを高速に実施できる

• 既存ボリューム、新規ボリュームへのリストアが

できる

• 以下を実施する場合、スナップショットを高速

に取得し、万一の場合の復旧に備える 
• 仮想サーバのメンテナンス作業（OSのパッ

チ投入等）をする前

• 増設ディスクのデータを変更する前

• バックアップの作成時に、データ整合性の確

保ためサービス停止が必要な場合 
• スナップショットを高速に取得し、サービスを

再開

• スナップショットを元にバックアップを作成し、

サービス停止時間を短縮

イメージ 概要：作成済みの仮想サーバ、ストレージから

ディスクイメージを作成する

特徴：

• 作成したイメージを異なるプロジェクト間で共

有できる

• 新規ボリュームへリストアできる

• スナップショットと比較して、低コストで利用で

きる

• 冗長化や負荷分散等の目的で、仮想サー

バ、ボリュームを複製する際のテンプレートとし

て利用する

• 一旦、イメージを作成し、インポート、エクス

ポート機能を利用することで、異なるリージョ

ンへ仮想サーバー、ボリュームを移行する

バックアップ 概要：ボリューム内のデータをバックアップデータと

して保存する

特徴：

• 既存ボリューム、および新規ボリュームへリスト

アできる

• 増分バックアップを指定した場合、前回のバッ

クアップ時点からの差分だけを保存するため、

イメージより低コストで利用できる

• ボリューム内データのバックアップを定期的に

取得し、障害発生時のデータ復旧、サーバ

復旧に利用する

A.7 ソフトウェアサポートサービス ID一覧
[対象リージョン：全リージョン]

ソフトウェアサポートサービスで利用するIDについて

各ソフトウェア、サポートレベルに対応するIDの一覧を以下に示します。

表 292 : ソフトウェアサポートサービス 関連ID一覧

ソフトウェア ソフトウェアID サポートレベル サポートID

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 日本語

版

W2k8R2SE サポートなし nosupport
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ソフトウェア ソフトウェアID サポートレベル サポートID

Windows Server 2008 R2 EE SP1 64bit 日本語

版

W2k8R2EE サポートなし nosupport

サポートなし nosupport

平日サポート spt_daytime

Windows Server 2012 SE 64bit 日本語版 W2k12SE

24Hサポート spt_24h

サポートなし nosupport

平日サポート spt_daytime

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版 W2k12R2SE

24Hサポート spt_24h

サポートなし nosupport

平日サポート spt_daytime

Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版 W2k16SE

24Hサポート spt_24h

サポートなし nosupport

平日サポート spt_daytime

Windows Server 2019 SE 64bit 日本語版 W2k19SE

24Hサポート spt_24h

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 英語版 W2k8R2SE サポートなし nosupport

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 英語版 W2k12R2SE サポートなし nosupport

Windows Server 2016 R2 SE 64bit 英語版 W2k16SE サポートなし nosupport

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 英語版

サポートなし（時間従量）（x core）（xは数字） 
W2k8R2SE サポートなし nosupport

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 英語版 サ
ポートなし（時間従量）（x core）（xは数字）

W2k12R2SE サポートなし nosupport

Windows Server 2016 SE 64bit 英語版 サポート

なし（時間従量）（x core）（xは数字）

W2k16SE サポートなし nosupport

Windows Server 2008 R2 SE SP1 64bit 日本語

版 サポートなし（時間従量）（x core）（xは数字）

W2k8R2SE サポートなし nosupport

Windows Server 2012 R2 SE 64bit 日本語版 サ
ポートなし（時間従量）（x core）（xは数字）

W2k12R2SE サポートなし nosupport

Windows Server 2016 SE 64bit 日本語版 サポー

トなし（時間従量）（x core）（xは数字）

W2k16SE サポートなし nosupport

Windows Server 2019 SE 64bit 日本語版 サポー

トなし（時間従量）（x core）（xは数字）

W2k19SE サポートなし nosupport

限定サポート spt_limited

平日サポート spt_daytime

24Hサポート spt_24h

ELS 平日サポー

ト

spt_els_daytime

Red Hat Enterprise Linux 6.x 64bit 英語版（xは

数字）

RHEL

ELS 24Hサポート spt_els_24h
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ソフトウェア ソフトウェアID サポートレベル サポートID

限定サポート spt_limited

平日サポート spt_daytime

Red Hat Enterprise Linux 7.x 64bit 英語版（xは

数字）

RHEL

24Hサポート spt_24h

Red Hat Enterprise Linux 7.x 64bit 英語版 
AUS（xは数字）

RHEL_AUS 24Hサポート spt_24h

限定サポート spt_limited

平日サポート spt_daytime

Red Hat Enterprise Linux 8.x 64bit 英語版（xは

数字）

RHEL

24Hサポート spt_24h

Red Hat Enterprise Linux 8.x 64bit 英語版 
AUS（xは数字）

RHEL_AUS 24Hサポート spt_24h

CentOS 6.x 64bit 英語版（xは数字） CentOS サポートなし nosupport

CentOS 7.x 64bit 英語版（xは数字） CentOS サポートなし nosupport

CentOS 8.x 64bit 英語版（xは数字） CentOS サポートなし nosupport

Rocky Linux 8.x 64bit 英語版（xは数字） RockyLinux サポートなし nosupport

Ubuntu Server 14.04 LTS 英語版 UBUNTU サポートなし nosupport

Ubuntu Server 16.04 LTS 英語版 UBUNTU サポートなし nosupport

Ubuntu Server 18.04 LTS 英語版 UBUNTU サポートなし nosupport

Ubuntu Server 20.04 LTS 英語版 UBUNTU サポートなし nosupport

Red Hat OpenShift Container Platform 3.x（ノー

ド）（xは数字）

OPNSHFT_ND 24Hサポート spt_24h

Red Hat OpenShift Container Platform 3.x（マス

タ）（xは数字）

OPNSHFT_MS 24Hサポート spt_24h

Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（ワー

カー）（CoreOS）（xは数字）

OPNSHFT_
WK_RHCOS

24Hサポート spt_24h

Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（ワー

カー）（RHEL）（xは数字）

OPNSHFT_
WK_RHEL

24Hサポート spt_24h

Red Hat OpenShift Container Platform 4.x（マス

タ）（xは数字）

OPNSHFT_MS 24Hサポート spt_24h

Microsoft SQL Server 2008 SE SP4 64bit 日本

語版

MSSQL2K8SE サポートなし nosupport

Microsoft SQL Server 2008 R2 SE SP3 64bit
日本語版

MSSQL2K8R2SEサポートなし nosupport

サポートなし nosupport

平日サポート spt_daytime

Microsoft SQL Server 2014 SE 64bit 日本語版 MSSQL2K14SE

24Hサポート spt_24h

サポートなし nosupportMicrosoft SQL Server 2014 EE 64bit 日本語版 MSSQL2K14EE

24Hサポート spt_24h

- 539 -



ソフトウェア ソフトウェアID サポートレベル サポートID

サポートなし nosupport

平日サポート spt_daytime

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 日本語版 MSSQL2K16SE

24Hサポート spt_24h

Microsoft SQL Server 2016 SE 64bit 英語版 MSSQL2K16SE サポートなし nosupport

サポートなし nosupport

平日サポート spt_daytime

Microsoft SQL Server 2019 SE 64bit 日本語版 MSSQL2K19SE

24Hサポート spt_24h

A.8 共通ネットワークサービス
ネットワークから利用可能な、以下の共通ネットワークサービスを提供します。

• DNSサーバ （ネットワークにおける名前解決）

• yumリポジトリミラーサーバ (CentOS)
• Red Hat Update Infrastructure (RHUI)
• Windowsライセンス認証 (KMS)
• NTPサーバ

• WSUS (Windows Server Update Services) サーバ

• Red Hat Satellite サーバ

注

共通ネットワークサービスは、IaaS環境からだけ利用できます。

共通ネットワークサービスの提供サーバ一覧を、以下に示します。

DNSサーバ

東日本リージョン3／西日本リージョン3では、共通ネットワークサービスとしてDNSサーバは提供していません。IaaS以

外のDNSサービスを利用してください。

ヒント

ファイアーウォールおよびセキュリティグループ設定については、以下を許可してください。

• Egress: TCP/ポート53, UDP/ポート53

リージョン AZ ネームサーバ1 ネームサーバ2

jp-east-1a 133.162.193.9 133.162.193.10東日本リージョン1 (jp-east-1)

jp-east-1b 133.162.201.9 133.162.201.10

jp-east-2a 133.162.97.9 133.162.97.10東日本リージョン2 (jp-east-2)

jp-east-2b 133.162.106.9 133.162.106.10

jp-west-1a 133.162.161.9 133.162.161.10西日本リージョン1 (jp-west-1)

jp-west-1b 133.162.169.9 133.162.169.10

jp-west-2a 133.162.145.9 133.162.145.10西日本リージョン2 (jp-west-2)

jp-west-2b 133.162.153.9 133.162.153.10
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yumリポジトリミラーサーバ (CentOS)

yumリポジトリミラーサーバを利用する場合は、OSでの追加設定が必要です。設定方法についてはお客様で確認し、

実施してください。

ヒント

ファイアーウォールおよびセキュリティグループ設定については、以下を許可してください。

• Egress: TCP/ポート53, UDP/ポート53, TCP/ポート80

リージョン AZ FQDN

東日本リージョン1 (jp-east-1) 全AZ共通 yum.jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com

東日本リージョン2 (jp-east-2) 全AZ共通 yum.jp-east-2.cloud.global.fujitsu.com

東日本リージョン3 (jp-east-3) jp-east-3a yum.jp-east-2.cloud.global.fujitsu.com

西日本リージョン1 (jp-west-1) 全AZ共通 yum.jp-west-1.cloud.global.fujitsu.com

西日本リージョン2 (jp-west-2) 全AZ共通 yum.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com

西日本リージョン3 (jp-west-3) jp-west-3a yum.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com

Red Hat Update Infrastructure (RHUI)

ヒント

ファイアーウォールおよびセキュリティグループ設定については、以下を許可してください。

• Egress: TCP/ポート53, UDP/ポート53, TCP/ポート443

リージョン AZ FQDN

全リージョン共通 全AZ共通 rhui.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com

Windowsライセンス認証(KMS)

ヒント

ファイアーウォールおよびセキュリティグループ設定については、以下を許可してください。

• Egress: TCP/ポート1688, UDP/ポート53

リージョン AZ FQDN

東日本リージョン1 (jp-east-1) 全AZ共通 kms.jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com

東日本リージョン2 (jp-east-2) 全AZ共通 kms.jp-east-2.cloud.global.fujitsu.com

東日本リージョン3 (jp-east-3) jp-east-3a kms.jp-east-2.cloud.global.fujitsu.com

西日本リージョン1 (jp-west-1) 全AZ共通 kms.jp-west-1.cloud.global.fujitsu.com

西日本リージョン2 (jp-west-2) 全AZ共通 kms.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com

西日本リージョン3 (jp-west-3) jp-west-3a kms.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com
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NTPサーバ

ヒント

ファイアーウォールおよびセキュリティグループ設定については、以下を許可してください。

• Egress: UDP/ポート123
• NTPサーバ参照先を正しく判定するために3台以上のNTPサーバが必要です。参照先として、リージョン内

の4台すべてのNTPサーバを登録してください。

リージョン AZ NTPサーバ1 NTPサーバ2

jp-east-1a 133.162.193.106 133.162.195.141東日本リージョン1 (jp-east-1)

jp-east-1b 133.162.203.207 133.162.203.208

jp-east-2a 133.162.97.19 133.162.97.20東日本リージョン2 (jp-east-2)

jp-east-2b 133.162.106.19 133.162.106.20

133.162.97.19 133.162.97.20東日本リージョン3 (jp-east-3) jp-east-3a

133.162.106.19 133.162.106.20

jp-west-1a 133.162.161.19 133.162.161.20西日本リージョン1 (jp-west-1)

jp-west-1b 133.162.169.19 133.162.169.20

jp-west-2a 133.162.145.19 133.162.145.20西日本リージョン2 (jp-west-2)

jp-west-2b 133.162.153.19 133.162.153.20

133.162.145.19 133.162.145.20西日本リージョン3 (jp-west-3) jp-west-3a

133.162.153.19 133.162.153.20

WSUSサーバ

ヒント

ファイアーウォールおよびセキュリティグループ設定については、以下を許可してください。

• Egress: TCP/ポート8530, UDP/ポート53

リージョン AZ FQDN

東日本リージョン1 (jp-east-1) 全AZ共通 wsus.jp-east-1.cloud.global.fujitsu.com

東日本リージョン2 (jp-east-2) 全AZ共通 wsus.jp-east-2.cloud.global.fujitsu.com

東日本リージョン3 (jp-east-3) jp-east-3a wsus.jp-east-2.cloud.global.fujitsu.com

西日本リージョン1 (jp-west-1) 全AZ共通 wsus.jp-west-1.cloud.global.fujitsu.com

西日本リージョン2 (jp-west-2) 全AZ共通 wsus.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com

西日本リージョン3 (jp-west-3) jp-west-3a wsus.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com

Red Hat Satelliteサーバ

ヒント

ファイアーウォールおよびセキュリティグループ設定については、以下を許可してください。

• Egress: TCP/ポート53, UDP/ポート53, TCP/ポート80, TCP/ポート443, TCP/ポート5000, TCP/ポー

ト5646, TCP/ポート5647, TCP/ポート8000, TCP/ポート8140, TCP/ポート8443, TCP/ポート9090
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リージョン AZ FQDN

全リージョン共通 全AZ共通 rh-satellite.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com

A.9 Microsoft SQL Server 利用の手引き
[対象リージョン：全リージョン]

Microsoft SQL Server搭載イメージから仮想サーバを作成したあと、Microsoft SQL Serverを利用可能にするまで

の手順について説明します。

Microsoft SQL Serverが搭載されたイメージを使用して、仮想サーバを作成します。

以下の手順に従って、Microsoft SQL Serverのセットアップを完了させてください。

ヒント

以下の手順の画面イメージは、Microsoft SQL Server 2014を表示しています。

手順

1. 仮想サーバが起動したことを確認し、デフォルトユーザー「k5user」でログオンします。

プログラム互換性アシスタント画面が表示された場合は、[プログラムを実行する]ボタンをクリックしてください。

注

• 仮想サーバへログオン後は以降のセットアップが完了するまで、仮想サーバを停止・解放しないでくださ

い。

2. 以下のようにMicrosoft SQL Serverのインストールが自動的に実行されます。

3. インストールが完了すると、デスクトップにMicrosoft SQL Serverの管理アカウントのパスワードファイルが作成されま

す。

ヒント

Microsoft SQL Serverの管理アカウント名は「SQLServerAdmin」です。
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4. 「SQLServerAdmin」アカウントでIntegration Servicesに接続する場合、アカウントの種類を「管理者」に変更し

ます。

ヒント

アカウントを管理者に変更せず使用する場合、以下の手順でリモートデスクトップ接続ユーザーに

「SQLServerAdmin」を追加します。

a. スタートメニューから[コントロールパネル] > [システムとセキュリティ] > [システム] > [リモートの設定]をク

リックします。

b. リモートデスクトップ画面で、[ユーザーの選択]ボタンをクリックします。
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c. リモートデスクトップ ユーザー画面で、[追加]ボタンをクリックします。

d. ユーザーの選択画面で、[選択するオブジェクト名を入力してください]欄に「SQLServerAdmin」と入

力し、[名前の確認]ボタンをクリックします。
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e. [OK]ボタンをクリックします。

f. リモートデスクトップ ユーザー画面で、「SQLServerAdmin」が追加されていることを確認します。

5. 仮想サーバを再起動します。

6. 起動したらWindowsへ「SQLServerAdmin」でログオンします。

ログオンすると以下のようにパスワードの変更を促す画面が表示されます。指示に従ってパスワードの変更を実施し

てください。
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7. [アプリ] > [SQL Server Management Studio]を選択します。

a. SQL Server Management Studioを右クリックし、[管理者として実行]メニューをクリックします。

b. [ユーザー アカウント制御]で、k5userのパスワードを入力します。

8. 「SQLServerAdmin」アカウントで接続できることを確認します。
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以上でセットアップは完了です。

SQL Serverのアカウント一覧は以下のとおりです。

表 293 : SQL Server 2008関連サービスの実行アカウント一覧

サービス アカウント名

SQL Server エージェント NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE

SQL Server データベース エンジン NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE

SQL Server Analysis Services NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE

SQL Server Reporting Services NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE

SQL Server Integration Services NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE

表 294 : SQL Server 2014関連サービスの実行アカウント一覧

サービス アカウント名

SQL Server エージェント NT Service\SQLSERVERAGENT

SQL Server データベース エンジン NT Service\MSSQLSERVER

SQL Server Analysis Services NT Service\MSSQLServerOLAPService

SQL Server Reporting Services NT Service\ReportServer

SQL Server Integration Services NT Service\MsDtsServer120

SQL Server Distributed Replay Client NT Service\SQL Server Distributed Replay 
Client

SQL Server Distributed Replay Controller NT Service\SQL Server Distributed Replay 
Controller

A.10 見積式
[対象リージョン：全リージョン]
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IaaSが提供する機能を利用するにあたって、設定値の見積りが必要となる場合があります。ここでは、設定値について

の根拠の説明、算出方法などを説明します。

ヒント

見積式では、正しい数値を参照できるよう、基本的にAPIにおけるパラメーター名で記載します。必要に応じ

て、APIリファレンスマニュアルを参照してください。

オートスケールのクールダウン時間 見積式

オートスケールを使用する場合に、クールダウン時間が正しく指定されていないと、一度スケーリング処理を実施したあと

で、十分な時間を空けずに次のスケーリング処理が実施されてしまいます。その結果、想定した動きをしないで過剰なリ

ソースが作成されてしまうなどの弊害が発生します。例えば、CPU使用率をしきい値として、正しいクールダウン時間が

指定されていない場合は、最初のスケールアウトによって追加された仮想サーバの影響で、負荷の平準化が起こる前に

次々と仮想サーバが追加されてしまうことがあります。

東日本第1/第2、西日本第1/第2リージョンの場合

想定した以上に頻繁にスケーリング処理が実行されないよう、以下の計算式を参考に、どちらか大きい値となる方を

クールダウン時間として指定します。

• スケールアウトの場合のクールダウン時間計算式（秒）

（1つの仮想サーバの作成に要する時間 +
 FCX::AutoScaling::AutoScalingGroupのHealthCheckGracePeriod値） x
 FCX::AutoScaling::ScalingPolicyのScalingAdjustment値 + 1つの仮想サーバの削除に要する時間
 x 5 + OS::Ceilometer::Alarmのperiod値 x OS::Ceilometer::Alarmのevaluation_periods値

• スケールインの場合のクールダウン時間計算式（秒）

1つの仮想サーバの削除に要する時間 x FCX::AutoScaling::ScalingPolicyのScalingAdjustment値
 + OS::Ceilometer::Alarmのperiod値 x OS::Ceilometer::Alarmのevaluation_periods値

東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

想定した以上に頻繁にスケーリング処理が実行されないよう、以下の計算式を参考にクールダウン時間を指定してくだ

さい。

最大以下の時間かかります。

1つの仮想サーバの作成に要する時間 + Type: OS::Heat::ScalingPolicyCooldownの値（オートスケー
ルの動作周期) + OS::AppFormix::Alarmのdurationの値（監視周期）

A.11 ダウンロードしたキーペア(*.pem)を PuTTY.exeで使用する
[対象リージョン：全リージョン]

IaaSで作成したキーペアをダウンロードし、SSHクライアントソフトウェア「PuTTY」で使用する方法を説明します。

以下の手順に従って、IaaSからダウンロードした*.pemファイルを*.ppkファイルに変換します。

手順

1. PuTTY Key Generatorの起動

PuTTYがインストールされているフォルダー内の「puttygen.exe」を、ダブルクリックして起動します。

2. *.pemファイルの読込み

[Load]ボタンをクリックし、IaaSからダウンロードした*.pemファイルを指定します。

ヒント

ファイルダイアログで、ファイルの種別を[All Files(*.*)]に変更して、*.pemファイルを指定します。
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以下のメッセージボックスが表示されますが、[OK]ボタンをクリックして先に進みます。

3. *.ppkファイルの保存

[Save private key]ボタンをクリックして、任意のフォルダーに*.ppkファイルとして保存します。
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保存した*.ppkファイルを、SSHの認証設定画面で指定して利用します。

A.12 WSUS (Windows Server Update Services) サーバへの接続
手順

[対象リージョン：全リージョン]

IaaSが提供する、WSUS (Windows Server Update Services) への接続手順を示します。
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• IaaSが提供する、Windows仮想サーバが対象です。ここでは、Windows 2012を対象に記載します。

• WSUS設定を行うサーバで、以下の内容を確認してください。

• セキュリティグループのegressルールにて、8530/tcp、53/udpが許可されている

• WindowsFirewallの送信および受信の規則に、8530/tcp、53/udpが許可されている

WSUSサーバへの接続手順を以下に示します。

手順

1. Windows仮想サーバへのログイン

お客様のWindows仮想サーバにログインします。デフォルトユーザー「k5user」または、administratorグループの

ユーザーでサーバにログインしてください。

2. コマンドプロンプトの起動

a. [Windows]ボタンを右クリックし、[コマンドプロンプト(管理者)]をクリックします。

b. ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。

3. グループポリシーエディターの起動

コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。または、ファイル名を指定して実行画面から名前に「gpedit.msc」

を入力し、実行します。

C:\Users\Administrator>gpedit.msc
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4. Windows Updateの設定

a. グループポリシーエディターの左ツリーで[ローカルコンピューターポリシー] > [コンピューターの構成] > [管理用テン

プレート] > [windows コンポーネント] > [Windows Update]をクリックします。

b. [自動更新を構成する]をダブルクリックし、自動更新を構成する画面で「有効」にチェックを入れて[OK]ボタンを

クリックします。

c. [イントラネットのMicrosoft 更新サービスの場所を指定する]をダブルクリックします。

d. イントラネットのMicrosoft更新サービスの場所を指定する画面で、「有効」を選択して「オプション」の「更新を検

出するためのイントラネットの更新サービスを設定する」、「イントラネット統計サーバの設定」に以下の内容を設

定します。

http://<<WSUSサービスのFQDN>>:8530

[OK]ボタンをクリックします。

WSUSサービスのFQDNについては、共通ネットワークサービスを参照してください。
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e. [スケジュールされた自動更新のインストールで、ログオンしているユーザがいる場合には自動的に再起動しな

い]をダブルクリックし、「有効」を選択して[OK]ボタンをクリックします。

5. グループポリシーの更新

a. コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。

C:\Windows\system32>gpupdate /force

b. 「ユーザーポリシーの更新が正常に完了しました」と表示されたことを確認します。

6. Windows Updateの動作確認

a. [Windows]ボタンを右クリックして、[コントロールパネル]をクリックします。

b. コントロールパネル画面で[システムとセキュリティ]をクリックします。

c. システムとセキュリティ画面で[Windows Update]をクリックします。

d. Windows Update画面で左ツリーの[更新プログラムの確認]をクリックします。

- 555 -



e. 更新プログラムの通知または更新がないと表示されることを確認します。

エラー表示にならないことを確認してください。

A.13 Red Hat Update Infrastructure 3.0の利用手順

A.13.1 Red Hat Update Infrastructure 3.0の利用手順
[対象リージョン：全リージョン]

Red Hat Update Infrastructureを使用するために、必要なクライアントパッケージを導入する手順を説明します。

以下を確認してください。

• OSの確認

本手順の対応OSはRed Hat Enterprise Linuxです。

• 通信の許可

以下のアウトバウンド通信を許可するように、セキュリティグループやファイアーウォールを設定してください。

• DNS通信

ポート：53/UDP
• RHUIサービス

ポート：443/TCP
• DNSサーバの設定

Red Hat Update Infrastructureを使用するサーバには、/etc/resolv.conf にIaaSのDNSサーバを設定してくださ

い。IaaSのDNSサーバについては「共通ネットワークサービス」のDNSサーバを参照してください。

Red Hat Update Infrastructure3.0のリポジトリを使用する場合は、以下の手順を実施してください。
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手順

1. クライアントパッケージのバージョン確認

# yum list installed | grep client-rhel

RHEL7の例）

client-rhel7-3.0-1.noarch.rpmの場合、バージョンは3.0です。

2. 古いクライアントパッケージの削除

新しいバージョンのクライアントパッケージに入れ替える場合は、以下のコマンドを実行して古いクライアントパッケージ

を削除してください。

# yum --disablerepo=* remove <上記で確認したクライアントパッケージ名>
# yum clean all

3. クライアントパッケージの取得

下記サイトの「RHUI用設定ファイル」から、OSに対応するクライアントパッケージを入手してください。

https://doc.cloud.global.fujitsu.com/jp/iaas/index.html

取得後、インストールする仮想サーバの任意の場所に格納してください。

4. クライアントパッケージのインストール

以下のコマンドで、クライアントパッケージをインストールしてください。

RHEL7系以前：

# yum localinstall -y <手順3で入手したクライアントパッケージ> --nogpgcheck

RHEL8系：

# dnf localinstall -y <手順3で入手したクライアントパッケージ> --nogpgcheck

注

• クライアントパッケージのインストール後は、利用できるすべてのリポジトリが有効化されています。

/etc/yum.repos.d/rh-cloud.repoファイルを編集し、不要なリポジトリを無効化してください。

• rhui-custom-protected_rhel～が設定されたリポジトリは、クライアントパッケージの更新時に必要な

ため、無効化しないでください。

5. アップデートバージョンの固定（AUS、EUSを利用する場合のみ）

以下のコマンドで、アップデートバージョンを固定してください。なお、「.x」には、利用するアップデートバージョンを指定

してください。

さらに新しいマイナーバージョンへアップデートする場合も同様に、以下のコマンドで利用するマイナーバージョンを指

定し、変更してください。

RHEL7系以前：

# echo 7.x > /etc/yum/vars/releasever

RHEL8系：

# echo 8.x > /etc/yum/vars/releasever

6. 動作確認

以下のコマンドで、リポジトリの情報を表示してください。

# yum repolist

表示結果に対して、以下を確認してください。

• 実行結果にrepolistに0以外の数が表示されること

• 以下のエラーメッセージが表示されないこと

"Could not retrieve mirrorlist"

必要に応じて、yum updateやyum installを実行してください。
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A.13.2 Red Hat Update Infrastructure 3.0で利用できるリポジトリ
[対象リージョン：全リージョン]

Red Hat Enterprise Linux 6

クライアントパッケージ

のバージョン

利用できるリポジトリ OSサポート対象

3.0 3.1

Red Hat Enterprise Linux 6 Server from RHUI (
RPMs)

◯ ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server from RHUI (
Debug RPMs)

◯ ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - Optional from 
RHUI (RPMs)

× ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - RH Common 
from RHUI (RPMs)

× ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - Extras from 
RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - 
Supplementary from RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Software Collections for RHEL Server 
from RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Extended Life Cycle Support(ELS)

クライアントパッケージ

のバージョン

利用できるリポジトリ OSサポート対象

3.0 3.1

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - Extended Life 
Cycle Support (RPMs) from RHUI

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - Extended Life 
Cycle Support (Debug RPMs) from RHUI

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - Optional from 
RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - RH Common 
from RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - Extras from 
RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 6 Server - 
Supplementary from RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Software Collections for RHEL Server 
from RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 7
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クライアントパッケージ

のバージョン

利用できるリポジトリ OSサポート対象

3.0 3.1

Red Hat Enterprise Linux 7 Server from RHUI (
RPMs)

◯ ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server from RHUI (
Debug RPMs)

◯ ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - RH Common 
from RHUI (RPMs)

× ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - Extras from 
RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - Optional from 
RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - 
Supplementary from RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Software Collections RPMs for Red Hat 
Enterprise Linux 7 Server from RHUI

× - ◯

dotNET on RHEL RPMs for Red Hat Enterprise 
Linux 7 Server from RHUI

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Advanced Mission Critical Update Support(AUS)

クライアントパッケージ

のバージョン

利用できるリポジトリ OSサポート対象

3.0 3.1

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - AUS (RPMs) 
from RHUI

◯ ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - AUS (Debug 
RPMs) from RHUI

◯ ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - RH Common 
from RHUI (RPMs)

× ◯ ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - Extras from 
RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - AUS - Optional
(RPMs) from RHUI

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 7 Server - 
Supplementary from RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat Software Collections RPMs for Red Hat 
Enterprise Linux 7 Server from RHUI

× - ◯

dotNET on RHEL RPMs for Red Hat Enterprise 
Linux 7 Server from RHUI

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8
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クライアントパッケージ

のバージョン

利用できるリポジトリ OSサポート対象

3.0 3.1

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - 
AppStream from RHUI (RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - 
AppStream from RHUI (Debug RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - 
AppStream from RHUI (Source RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS 
from RHUI (RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS 
from RHUI (Debug RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS 
from RHUI (Source RPMs)

× - ◯

Red Hat CodeReady Linux Builder for RHEL 8 x86_
64 (RPMs) from RHUI

× - ◯

Red Hat CodeReady Linux Builder for RHEL 8 x86_
64 (Debug RPMs) from RHUI

× - ◯

Red Hat CodeReady Linux Builder for RHEL 8 x86_
64 (Source RPMs) from RHUI

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 Advanced Mission Critical Update Support(AUS)

クライアントパッケージ

のバージョン

利用できるリポジトリ OSサポート対象

3.0 3.1

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream
- Advanced Mission Critical Update Support from 
RHUI (RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream
- Advanced Mission Critical Update Support from 
RHUI (Debug RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream
- Advanced Mission Critical Update Support from 
RHUI (Source RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS
- Advanced Mission Critical Update Support from 
RHUI (RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS
- Advanced Mission Critical Update Support from 
RHUI (Debug RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS
- Advanced Mission Critical Update Support from 
RHUI (Source RPMs)

× - ◯
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クライアントパッケージ

のバージョン

利用できるリポジトリ OSサポート対象

3.0 3.1

Red Hat CodeReady Linux Builder for RHEL 8 x86_
64 (RPMs) from RHUI

× - ◯

Red Hat CodeReady Linux Builder for RHEL 8 x86_
64 (Debug RPMs) from RHUI

× - ◯

Red Hat CodeReady Linux Builder for RHEL 8 x86_
64 (Source RPMs) from RHUI

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 Extended Update Support(EUS)

クライアントパッケージ

のバージョン

利用できるリポジトリ OSサポート対象

3.0 3.1

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream
- Extended Update Support from RHUI (RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream
- Extended Update Support from RHUI (Debug 
RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream
- Extended Update Support from RHUI (Source 
RPMs)

× - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS - 
Extended Update Support from RHUI (RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS
- Extended Update Support from RHUI (Debug 
RPMs)

◯ - ◯

Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS
- Extended Update Support from RHUI (Source 
RPMs)

× - ◯

Red Hat CodeReady Linux Builder for RHEL 8 x86_
64 - Extended Update Support from RHUI (RPMs)

× - ◯

Red Hat CodeReady Linux Builder for RHEL 8 x86_
64 - Extended Update Support from RHUI (Debug 
RPMs)

× - ◯

Red Hat CodeReady Linux Builder for RHEL 8 x86_
64 - Extended Update Support from RHUI (Source 
RPMs)

× - ◯
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注

OSサポート対象の「〇」について

• 富士通 SupportDesk-Webに掲載されているソフトウェアの範囲でサポートします。詳細は「Linuxディスト

リビューション・サポートソフトウェア」を参照してください。

• Red Hat Enterprise Linux 8 Extended Update Support(EUS)リポジトリが提供されるRHELの

バージョンは、Red Hat社のサイト「https://access.redhat.com/support/policy/updates/
errata#RHEL8_Planning_Guide」を参照してください。

A.14 オートフェイルオーバ通知メッセージ

A.14.1 スタンダードサービス
[対象リージョン：全リージョン]

オートフェイルオーバが発生、または完了した場合は、対象リソースが所属するプロジェクトの以下のロールが付与された

ユーザーにメールで通知されます。

• 契約者ロール

• 全体管理者ロール

契約者ロール、および全体管理者ロールについては、「プリセットロールと権限について」を参照してください。

注

無効化されたユーザーにメールは送信されません。

通知メッセージの詳細を説明します。

通知タイミング

以下のタイミングで通知されます。

• オートフェイルオーバ発生時

• オートフェイルオーバ完了時

対象リソース

以下のリソースが通知メッセージの対象です。

• 仮想サーバ

• 仮想ルータ

• ネットワークコネクター

通知メッセージと記載項目

以下の通知メッセージが送付されます。
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図 106 : 通知メッセージ（例）

点線の箇所は、通知タイミングや対象リソースの種類によって異なります。

メールの記載項目は以下のとおりです。

表 295 : オートフェイルオーバ通知メッセージの記載項目

項目名分類

オートフェイルオーバ発生時 オートフェイルオーバ完了時

説明

タイトル [FUJITSU Hybrid IT 
Service FJcloud-O
] Auto-Failover has 
started

[FUJITSU Hybrid IT 
Service FJcloud-O] 
Auto-Failover has 
completed

通知メッセージの件名

Domain ID ドメインID

Domain Name ドメイン名

Region リージョン

Availability Zone アベイラビリティゾーン

Tenant ID プロジェクトID

共通項目

Tenant Name プロジェクトの名前

Server ID 仮想サーバID対象リソースが仮想サーバ

の場合 Server Name 仮想サーバ名

Virtual Router ID 仮想ルータID対象リソースが仮想ルータ

の場合 Virtual Router Name 仮想ルータ名
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項目名分類

オートフェイルオーバ発生時 オートフェイルオーバ完了時

説明

Network Connector ID ネットワークコネクターID対象リソースがネットワーク

コネクターの場合 Network Connector Name ネットワークコネクター名

時刻 Failure Detection Time Recovery Completion 
Time

オートフェイルオーバが発生

または完了した時刻

A.14.2 SAP向けサービス
[対象リージョン：東日本第1、西日本第2]

オートフェイルオーバが完了した場合は、対象リソースが所属するプロジェクトの以下のロールが付与されたユーザーに

メールで通知されます。

• 契約者ロール

• 全体管理者ロール

契約者ロール、および全体管理者ロールについては、「プリセットロールと権限について」を参照してください。

注

無効化されたユーザーにメールは送信されません。

通知メッセージの詳細を説明します。

対象リージョン

通知メッセージは以下のリージョンが対象です。

• 東日本リージョン1
• 西日本リージョン2

通知タイミング

以下のタイミングで通知されます。

• オートフェイルオーバ完了時

対象リソース

以下のリソースが通知メッセージの対象です。

• 仮想サーバ

通知メッセージと記載項目

以下の通知メッセージが送付されます。
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図 107 : 通知メッセージ（例）

点線の箇所は、対象リソースの種類によって異なります。

メールの記載項目は以下のとおりです。

表 296 : オートフェイルオーバ通知メッセージの記載項目

分類 項目名 説明

タイトル [FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-
O][compute-w]Failover completed on 
your virtual server 

通知メッセージの件名

Region ID リージョンID

Availability Zone アベイラビリティゾーン

Domain Name ドメイン名（ドメインID）

Project Name プロジェクトの名前（プロジェクトID）

本文

Virtual Server Name 仮想サーバ名

A.14.3 ロードバランサーサービス（lbaas）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

オートフェイルオーバが発生、または完了した場合は、対象リソースが所属するプロジェクトの以下のロールが付与された

ユーザーにメールで通知されます。

• 契約者ロール

• 全体管理者ロール

契約者ロール、および全体管理者ロールについては、「プリセットロールと権限について」を参照してください。
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注

無効化されたユーザーにメールは送信されません。

通知メッセージの詳細を説明します。

対象リージョン

通知メッセージは以下のリージョンが対象です。

• 東日本リージョン3
• 西日本リージョン3

通知タイミング

以下のタイミングで通知されます。

• オートフェイルオーバ発生時

• オートフェイルオーバ完了時

対象リソース

以下のリソースが通知メッセージの対象です。

• ロードバランサー

通知メッセージと記載項目

以下の通知メッセージが送付されます。

図 108 : 通知メッセージ（例）

点線の箇所は、対象リソースの種類によって異なります。

メールの記載項目は以下のとおりです。

表 297 : オートフェイルオーバ通知メッセージの記載項目
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項目名分類

オートフェイルオーバ発生

時

オートフェイルオーバ完了

時

説明

タイトル [FUJITSU Hybrid IT 
Service FJcloud-O] 
Loadbalancer failover 
has started

[FUJITSU Hybrid IT 
Service FJcloud-O] 
Loadbalancer failover 
has completed

通知メッセージの件名

Domain ID ドメインID

Domain Name ドメイン名

Region リージョン

Tenant ID プロジェクトID

Tenant Name プロジェクトの名前

Loadbalancer ID ロードバランサーID

本文

Loadbalancer Name ロードバランサー名

時刻 Failure Detection 
Time

Recovery Completion 
Time

オートフェイルオーバが発生または完了し

た時刻

A.15 専有仮想サーバリソース/専有ブロックストレージの使用量算出
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

専有リソースの使用量を算出するには、以下の手順で実施します。

1. 契約ドメインに所属しているすべてのプロジェクトをリストする。

2. 各プロジェクトの専有仮想サーバリソース、専有ブロックストレージの使用量を取得する。

3. 2.で取得した各プロジェクトごとの値を合計し、契約ドメイン全体での使用量を算出する。

注

リソース情報を取得するユーザーには、取得可能なロールが割り当てられている必要があります。手順1.で
全プロジェクトのリストを実行できる権限、かつ手順2.で各プロジェクトのリソース情報を取得する権限

が必要です。そのため、リソース情報を取得するユーザは、契約ドメインに所属する全プロジェクトに対

し、cpf_adminロールが割り当てられているものとします。

curlとjqによるリソース使用量算出

ヒント

コマンド実行環境で、curlコマンドおよびjqコマンドがインストールされている必要があります。

1.全プロジェクトをリスト

APIに必要なトークンを得るため、以下のリクエストをFJCS identityサービスに発行します。

• コマンド

curl -D - -X POST -H "Content-Type: application/json" https://IDENTITY_SERVICE_HOST/
v3/auth/tokens -d '{"auth":{"identity": {"methods": ["password"], "password": {"user":
 {"id": "USER_ID", "password": "USER_PASSWORD"}}}, "scope": {"project": {"id":
 "ADMIN_PROJECT_ID"}}}}' -o /dev/null | grep X-Subject-Token

• IDENTITY_SERVICE_HOST：対象となるリージョンのFJCS identityサービスのホスト名

• USER_ID：リソース取得に使用するユーザのID
• USER_PASSWORD：リソース取得に使用するユーザのパスワード
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• ADMIN_PROJECT_ID：契約ドメインの初期プロジェクト（契約ドメイン名-prj）のID

【出力例】（以下の太字を控えておきます。）

X-Subject-Token: gAAAAABezz8xpLKmAKkR3MWMiQka-
ipdbeHnaXlyZwrNUhAz4m5hNoMLb3geO5c-3Ghb5hAQEijbl8DRXXJFYJ2w6cNJ-PjYZuRAeUshASoQppO-
MpkK6GZ73Av_aFzcmY2cGVzz0u5ZTNSnFI-5JOaNzIi-CVQhRZuXhTMKWxZhew1ZS4wfAGQ

控えておいたトークンを利用して、全プロジェクトのIDをリストします。

• コマンド

curl -H "X-Auth-Token: ADMIN_TOKEN" https://IDENTITY_SERVICE_HOST/v3/projects?
domain_id=DOMAIN_ID | jq '.projects[].id'

• ADMIN_TOKEN：先に取得したトークンの値

• IDENTITY_SERVICE_HOST：対象となるリージョンのFJCS identityサービスのホスト名

• DOMAIN_ID：契約ドメインID

【出力例】

"83a8dc0428cf4798b131d734746a8069"
"1820540368b3455a8b0a994671c1b6a3"
...

出力された契約ドメインに所属するプロジェクトのID一覧を控えておきます。

2.プロジェクトごとの専有リソース使用量の算出

対象となるプロジェクトのスコープでトークンを取得します。

注

全プロジェクトをリストするために取得した手順1.のトークンとは異なります。

• コマンド

curl -D - -X POST -H "Content-Type: application/json" https://IDENTITY_SERVICE_HOST/
v3/auth/tokens -d '{"auth":{"identity": {"methods": ["password"], "password": {"user":
 {"id": "USER_ID", "password": "USER_PASSWORD"}}}, "scope": {"project": {"id":
 "TARGET_PROJECT_ID"}}}}' -o /dev/null | grep X-Subject-Token

• IDENTITY_SERVICE_HOST：対象となるリージョンのFJCS identityサービスのホスト名

• USER_ID：リソース取得に使用するユーザのID
• USER_PASSWORD：リソース取得に使用するユーザのパスワード

• TARGET_PROJECT_ID：リソースを取得する対象となるプロジェクトのID (手順1.でリストしたもの)

【出力例】（以下の太字を控えておきます。）

X-Subject-Token: gAAAAABez1UD_k4WdDcOi2LlQRkNyaHDDogesoM9af4LSk0R_
e6PbsnrMed8wo90eT8jTXa4bwI3RcIoAldRS76-X7kVFpCt_htNCEOtcdtZ34GYpSkma-
BYp05CYyTreYZsAf0gskxI0XPWZ6eQvf3jsRIvAJZRrl0rrocu5MVp0fqeijPC7H0

控えておいたトークンを利用して、各プロジェクトのリソース使用量を取得します。

以下の3つのタイプを個別に算出します。

• 専有仮想サーバ［スタンダードCPUタイプ］

- RAM使用量取得コマンドを以下に示します。

curl -H "X-OpenStack-Nova-API-Version: 2.47" -H "X-Auth-Token: TARGET_TOKEN" https://
COMPUTE_SERVICE_HOST/v2.1/servers/detail | jq '[.servers[] | select(.flavor.original_name
 | test("\\S+3-\\S+.d$")).flavor.ram] | add'

• COMPUTE_SERVICE_HOST：対象となるリージョンのFJCS computeサービスのホスト名

• TARGET_TOKEN：対象となるプロジェクトのトークン値

【出力例】

8192

　対象プロジェクトのRAM総使用量が出力されます。(単位：MiB)
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- vCPU使用量取得コマンドを以下に示します。

curl -H "X-OpenStack-Nova-API-Version: 2.47" -H "X-Auth-Token: TARGET_TOKEN" https://
COMPUTE_SERVICE_HOST/v2.1/servers/detail | jq '[.servers[] | select(.flavor.original_name
 | test("\\S+3-\\S+.d$")).flavor.vcpus] | add'

• COMPUTE_SERVICE_HOST：対象となるリージョンのFJCS computeサービスのホスト名

• TARGET_TOKEN：対象となるプロジェクトのトークン値

【出力例】

2

　対象プロジェクトのvCPU総数が出力されます。

• 専有仮想サーバ［ハイスピードCPUタイプ］

- RAM使用量取得コマンドを以下に示します。

curl -H "X-OpenStack-Nova-API-Version: 2.47" -H "X-Auth-Token: TARGET_TOKEN" https://
COMPUTE_SERVICE_HOST/v2.1/servers/detail | jq '[.servers[] | select(.flavor.original_name
 | test("\\S+4-\\S+.d$")).flavor.ram] | add'

• COMPUTE_SERVICE_HOST：対象となるリージョンのFJCS computeサービスのホスト名

• TARGET_TOKEN：対象となるプロジェクトのトークン値

【出力例】

8192

　対象プロジェクトのRAM総使用量が出力されます。(単位：MiB)

- vCPU使用量取得コマンドを以下に示します。

curl -H "X-OpenStack-Nova-API-Version: 2.47" -H "X-Auth-Token: TARGET_TOKEN" https://
COMPUTE_SERVICE_HOST/v2.1/servers/detail | jq '[.servers[] | select(.flavor.original_name
 | test("\\S+4-\\S+.d$")).flavor.vcpus] | add'

• COMPUTE_SERVICE_HOST：対象となるリージョンのFJCS computeサービスのホスト名

• TARGET_TOKEN：対象となるプロジェクトのトークン値

【出力例】

2

　対象プロジェクトのvCPU総数が出力されます。

• 専有ブロックストレージ［M2相当］

- ストレージ使用量取得コマンドを以下に示します。

curl -H "X-Auth-Token: TARGET_TOKEN" https://BLOCK_STORAGE_SERVICE_HOST/v3/
TARGET_PROJECT_ID/volumes/detail | jq '[.volumes[] | select(.volume_type | test("d
$")).size] | add'

• BLOCK_STORAGE_SERVICE_HOST：対象となるリージョンのFJCS block storageサービスのホスト名

• TARGET_TOKEN：対象となるプロジェクトのトークン値

• TARGET_PROJECT_ID：対象となるプロジェクトのID

【出力例】

2111

　対象プロジェクトのブロックストレージ総使用量が出力されます。(単位：GiB)

- スナップショット使用量取得コマンドを以下に示します。

curl -H "X-Auth-Token: TARGET_TOKEN" https://BLOCK_STORAGE_SERVICE_HOST/v3/
TARGET_PROJECT_ID/volumes/detail > /tmp/vol_detail; \
  curl -H "X-Auth-Token: TARGET_TOKEN" https://BLOCK_STORAGE_SERVICE_HOST/v3/
TARGET_PROJECT_ID/snapshots \
  | jq -r '.snapshots | map(.volume_id + "_" + (.size|tostring)) | join("\n")' | \
  while read line; do id=$(echo $line | cut -f 1 -d "_"); \
  size=$(echo $line | cut -f 2 -d "_"); \
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  cat /tmp/vol_detail | jq -r ".volumes[] | select(.id == \"$id\").volume_type" | grep
 ".d$" > /dev/null \
  && echo $size; done | jq -s "add"

【出力例】

310

　対象プロジェクトのスナップショット総使用量が出力されます。(単位：GiB)

　スナップショット総使用量が「0」の場合は、「null」が出力されます。

3.契約ドメインの専有リソース総使用量の算出

各プロジェクトのリソース使用量をすべて合計し、契約ドメイン全体における専有リソースの総使用量を算出します。

ヒント

• 専有仮想サーバの使用量は、使用しているCPUタイプにおける、vCPU使用量、RAM使用量をそれぞれ

合計した値です。

• 専有ブロックストレージの使用量は、ストレージ使用量とスナップショット使用量を合計した値です。

A.16 結果整合性
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

オブジェクトストレージへの書込み操作に対する読込みの結果には、「書き込み後の読み込み整合性」と「結果整合

性」の2種類があります。

書き込み後の読み込み整合性

オブジェクトの新規作成は「書き込み後の読み込み整合性」になります。

以下に例を示します。

利用者Aの書込み（①）完了後に、利用者Bの書込み（②）が完了しています。このあとの読込み（③と④）の結果は必

ず②になります。

注

以下の操作は結果整合性になります。

• オブジェクト名に対してHEADまたはGETリクエストを実行する場合（例えば、オブジェクトを新規作成する

前にオブジェクト名が使用されているかどうかを調べる場合）

• コンテナ／バケットに対してGETを実行し、オブジェクト一覧を取得する場合

• コンテナに対してHEADを実行し、コンテナのメタデータを取得する場合
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結果整合性

オブジェクトの上書きや削除は「結果整合性」になります。オブジェクトの上書きや削除を実行したあとの読み込み結果

に、古いデータや別のユーザーによる変更結果が返される場合があります。ただし、壊れたデータや部分的なデータが返

されることはありません。

これは、高可用性を実現するためのレプリケーション（複数のサーバ間でデータを複製）に時間がかかるためです。

注

• 結果整合性の複数のサーバ間でのデータ複製は、通常数秒から数分で完了しますが、基盤の負荷状況

によっては数日かかることがあります。

• 同じキーに対して2つのPUTリクエストが同時に行われた場合、最新のタイムスタンプを持つリクエストが優

先されます。

以下に例を示します。

利用者Aの書込み（①）完了後に、利用者Bの書込み（②）が完了しています。このあとの読込み（③と④）の結果は経

過時間によって①または②になります。

「書き込み後の読み込み整合性」と「結果整合性」の違い

書き込み後の読み込み整合性のある読み込み 結果整合性のある読み込み

古いデータを読み込まない 古いデータを読み込むことがある

読込み時間が長くなることがある 読込み時間が短い

読込み性能が小さくなることがある 読込み性能は最大

結果整合性の動作例

複数の利用者が同じオブジェクトに書き込んだ場合の動作例を以下に示します。

• 書込みの途中で読込みが発生した場合

利用者Bの書込み（②）の途中で利用者Aによる読込み（③）が発生しています。この場合、利用者Aの読込み（③）

の結果としては、①または②になります。また、経過時間によっては結果が返ってこない場合もあります。
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• 書込みのタイミングが重複した場合

利用者Aの書込み（①）の途中で利用者Bの書込み（②）が発生しています。この場合、書込みの結果として①か②

のどちらになるかは不明です。利用者Aと利用者Bの読込み（③と④）の結果としては、①または②のどちらかになる可

能性があります。また、経過時間によっては結果が返ってこない場合もあります。

A.17 アーカイブストレージの利用手順
[対象リージョン：東日本第3]

アーカイブストレージを利用するために必要な手順について説明します。

注

アーカイブストレージは新規受付を停止しました。

手順

1. 以下のコマンドを実行し、アーカイブストレージを作成します。

# export  TOKEN=取得したトークン
# export  PROJECT_ID=プロジェクトID
# export  IP_ADDRESS_HOST1=接続を許可するホスト1のIPアドレス(CIDR形式)
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# export  IP_ADDRESS_HOST2=接続を許可するホスト2のIPアドレス(CIDR形式)
# export  IP_ADDRESS=アーカイブストレージのIPアドレス(IPv4形式)
# export  SUBNET_MASK=アーカイブストレージのサブネットマスク(IPv4形式)
# export  STORAGE_NAME=アーカイブストレージの名前
# export  SIZE=アーカイブストレージの容量(TB単位)
# export  SNAPSHOT_SPACE=スナップショット領域の割合(％単位)
# export  AUTO_DELETE=スナップショットの自動削除指定(old または new)
# export  SUBNET_ID=アーカイブストレージを接続するサブネットID
# curl -ks -X POST -H "X-Auth-Token:${TOKEN}" https://filestorage.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/archive/${PROJECT_ID}/nfs_storages/create -d
'{
  "storage": {
    "clientmatch": [
      "'${IP_ADDRESS_HOST1}'",
      "'${IP_ADDRESS_HOST2}'"
    ],
    "ipv4_address": "'${IP_ADDRESS}'",
    "ipv4_subnet_mask": "'${SUBNET_MASK}'",
    "name": "'${STORAGE_NAME}'",
    "size_tb": '${SIZE}',
    "snapshot_space_reserve": '${SNAPSHOT_SPACE}',
    "autodelete": "'${AUTO_DELETE}'",
    "subnet_id": "'${SUBNET_ID}'"
  }
}'

注

以下は、subnet_idで指定するサブネットのIPアドレス範囲で指定してください。

• アーカイブストレージのIPアドレス（ipv4_address、ipv4_subnet_mask）

• 接続を許可するホストのIPアドレス（clientmatch）

レスポンスからジョブIDを確認します（idに表示されたジョブIDを確認）。

{
  "job": {
    "api_name": "Create a nfs storage",
    "created_at": "2021-05-10T16:56:18Z",
    "id": 9846,
    "project_id": "948ab26d2e7140f18852b6b2f26369c4",
    "request_parameter": {
      ～省略～
    },
    "status": "EXECUTING"
  }
}

2. 以下のコマンドを実行し、アーカイブストレージの作成完了を確認します。

# export  TOKEN=取得したトークン
# export  PROJECT_ID=プロジェクトID
# export  JOB_ID=ジョブID
# curl -ks -X GET -H "X-Auth-Token:${TOKEN}" https://filestorage.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/archive/${PROJECT_ID}/jobs/${JOB_ID}

レスポンスから作成完了を確認します（status が"COMPLETED"であることを確認）。

{
  "job": {
    "api_name": "Create a nfs storage",
    "created_at": "2021-05-10T16:56:18Z",
    "ended_at": "2021-05-10T16:56:55Z",
    "id": 9846,
    "project_id": "948ab26d2e7140f18852b6b2f26369c4",
    "request_parameter": {
      ～省略～
    }
  },
  "started_at": "2021-05-10T16:56:25Z",
  "status": "COMPLETED"
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}

3. 以下のコマンドを実行し、作成したアーカイブストレージを確認します。

# export  TOKEN=取得したトークン
# export  PROJECT_ID=プロジェクトID
# curl -ks -X GET -H "X-Auth-Token:${TOKEN}" https://filestorage.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/archive/${PROJECT_ID}/nfs_storages

レスポンス

{
  "storages": [
    {
      "created_at": "2021-05-10T16:56:55Z",
      "id": "1a5737a0-0249-451b-9397-d4f8351860e5",
      "clientmatch": [
        "192.168.10.0/24"
      ],
      "ipv4_address": "192.168.10.3",
      "ipv4_subnet_mask": "255.255.255.0",
      "name": "my_archive", 
      "project_id": "948ab26d2e7140f18852b6b2f26369c4",
      "size_tb": 1,
      "snapshot_space_reserve": 5,
      "snapshot_space_reserve_used": 2.4,
      "autodelete": "old",
      "subnet_id": "49c0f1af-2ceb-41d7-9a74-14dcbedce9f8"
    },
    {
      ～省略～
    }
  ]
}

4. 作成したアーカイブストレージをベアメタルサーバで利用するために、OS上で以下の設定を実施します。

• RHELの場合

RHELサーバにアーカイブストレージをマウントします。任意のユーザーで、以下の手順を実施してください。

a. 以下のコマンドを実行し、マウント先ディレクトリを作成します（MOUNTDIR には任意のディレクトリ名を指

定）。

# MOUNTDIR=マウント先ディレクトリ
# mkdir /MOUNTDIR

b. 以下のコマンドを実行し、アーカイブストレージをマウントします。

# IP_ADDRESS=アーカイブストレージのIPアドレス（IPv4形式）
# STORAGE_NAME=アーカイブストレージ名
# MOUNTDIR=マウント先ディレクトリ
# mount -t nfs $IP_ADDRESS:/$STORAGE_NAME $MOUNTDIR

注

• アーカイブストレージをマウントする場合、<アーカイブストレージ名>は必ず指定してください。

• 必要に応じて、NFSクライアントに必要なパッケージをインストールしてください。

A.18 事前定義セキュリティポリシー
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

ロードバランサーの作成時に、リスナーに設定可能なセキュリティポリシーについて説明します。

使用可能なSSLプロトコル、SSL暗号スイートなど、事前定義された最新のセキュリティポリシーの詳細を表に示しま

す。表には事前定義されたセキュリティポリシーを2種類示していますが、ご利用の際は最新のセキュリティポリシーを使

用することをお勧めします。
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事前定義されたSSLのセキュリティポリシー（最新）

最新のセキュリティポリシー名は、以下になります。表の "2017-5" の列を参照してください。

• セキュリティポリシー名：LBServiceSecurityPolicy-2017-05

事前定義されたSSLのセキュリティポリシー（旧）

前回まで公開されていたセキュリティポリシー名は、以下になります。表の "2015-12" の列を参照してください。

• セキュリティポリシー名：LBServiceSecurityPolicy-2015-12

表 298 : セキュリティポリシー名

事前定義セキュリティポリシー暗号プロトコル 暗号スイート 暗号スイートパラメタ名（ユーザ指定）

"2017-05" "2015-12"

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_
SHA384

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ◯ ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_
SHA384

ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ◯ ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA384

ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ◯ ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA384

ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ◯ ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDHE-RSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 DHE-RSA-AES256-SHA256 ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA DHE-RSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_
SHA

DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA ◯ ◯

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384 ◯ ◯

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_
SHA384

ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ◯ ◯

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH-RSA-AES256-SHA384 ◯ ◯

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA384

ECDH-ECDSA-AES256-SHA384 ◯ ◯

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH-RSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH-ECDSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 AES256-GCM-SHA384 ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 AES256-SHA256 ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA AES256-SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA CAMELLIA256-SHA ◯ ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ◯ ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ◯ ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ◯ ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ◯ ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA ◯ ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA256 ◯ ◯

TLS1.2 
Default : true

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA DHE-RSA-AES128-SHA ◯ ◯
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事前定義セキュリティポリシー暗号プロトコル 暗号スイート 暗号スイートパラメタ名（ユーザ指定）

"2017-05" "2015-12"

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_
SHA

DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA EDH-RSA-DES-CBC3-SHA - ◯

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256 ◯ ◯

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ◯ ◯

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH-RSA-AES128-SHA256 ◯ ◯

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

ECDH-ECDSA-AES128-SHA256 ◯ ◯

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH-RSA-AES128-SHA ◯ ◯

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH-ECDSA-AES128-SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 AES128-GCM-SHA256 ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 AES128-SHA256 ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA AES128-SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA CAMELLIA128-SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA DES-CBC3-SHA - ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDHE-RSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA DHE-RSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_
SHA

DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA ◯ ◯

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH-RSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH-ECDSA-AES256-SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA AES256-SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA CAMELLIA256-SHA ◯ ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA ◯ ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA DHE-RSA-AES128-SHA ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_
SHA

DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA ◯ ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA EDH-RSA-DES-CBC3-SHA - ◯

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH-RSA-AES128-SHA ◯ ◯

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH-ECDSA-AES128-SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA AES128-SHA ◯ ◯

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA CAMELLIA128-SHA ◯ ◯

TLS1.1 
Default : true

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA DES-CBC3-SHA - ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDHE-RSA-AES256-SHA - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES256-SHA - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA DHE-RSA-AES256-SHA - -

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_
SHA

DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA - -

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH-RSA-AES256-SHA - -

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH-ECDSA-AES256-SHA - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA AES256-SHA - -

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA CAMELLIA256-SHA - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA - -

TLS1.0 
Default : 
false

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA - -
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事前定義セキュリティポリシー暗号プロトコル 暗号スイート 暗号スイートパラメタ名（ユーザ指定）

"2017-05" "2015-12"

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA DHE-RSA-AES128-SHA - -

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_
SHA

DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA - -

TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA EDH-RSA-DES-CBC3-SHA - -

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH-RSA-AES128-SHA - -

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH-ECDSA-AES128-SHA - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA AES128-SHA - -

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA CAMELLIA128-SHA - -

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA DES-CBC3-SHA - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDHE-RSA-AES256-SHA - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES256-SHA - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA DHE-RSA-AES256-SHA - -

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_
SHA

DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA - -

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH-RSA-AES256-SHA - -

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH-ECDSA-AES256-SHA - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA AES256-SHA - -

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA CAMELLIA256-SHA - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA DHE-RSA-AES128-SHA - -

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_
SHA

DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA - -

TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA EDH-RSA-DES-CBC3-SHA - -

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH-RSA-AES128-SHA - -

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH-ECDSA-AES128-SHA - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA AES128-SHA - -

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA CAMELLIA128-SHA - -

SSL3.0 
Default : 
false

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA DES-CBC3-SHA - -

A.19 OpenVPNクライアントのセットアップ [東日本第1／第2、西日
本第1／第2]

A.19.1 OpenVPNクライアントのセットアップ（Windows編）
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

• SSL-VPN接続環境の構築、およびクライアントのセットアップに必要な以下の証明書を入手します。

• サーバ証明書のCA局証明書

• クライアント証明書

• クライアント秘密鍵

• 本セットアップ手順における弊社での動作確認環境は、以下のとおりです。

• OS : Windows 7 Professional 64bit 日本語版

• OpenVPN : 2.3.X（X : 10以降）、2.4
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注

OpenVPN 2.3.9以前をご利用の場合には、アンインストール後、以降の手順に従い、再度インストールし

てください。

Windows OSがインストールされたPC端末から、SSL-VPN接続を行うためのセットアップ手順を以下に示します。

手順

1. OpenVPNクライアントの入手

https://www.openvpn.jp/downloadから、Windows 用のインストーラをダウンロードします。

2. インストーラの実行

[Next]ボタンをクリックします。

3. ライセンス条項への同意

表示されるライセンス条項を確認し、[I Agree]ボタンをクリックします。
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4. インストール内容の確認

デフォルトの選択状態のまま、[Next]ボタンをクリックします。

5. インストール先フォルダーの確認

デフォルトのフォルダーで変更がなければ、[Install]ボタンをクリックします。
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6. セキュリティ警告が表示された場合

そのまま[インストール]ボタンをクリックします。

7. インストール終了確認

完了画面が表示されたら、[Next]ボタンをクリックします。

- 580 -



8. インストーラの終了

[Finish]ボタンをクリックし、インストーラを終了します。

以上で、OpenVPNクライアントのインストールは終了です。

OpenVPNクライアントの設定を実施します。

1. 証明書および鍵ファイルの格納

C:\Program Files\OpenVPN\config\

上記フォルダーへ事前に準備した以下のファイルを格納します（ファイル名は例です）。

• ca.crt : CA局証明書

• client.crt : クライアント証明書
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• client.key : クライアント秘密鍵

2. クライアント設定ファイルの作成

テキストでクライアント設定ファイルを作成します。

テキストファイルに以下の内容を記載します。。テキストをコピーし、利用してください。

client
dev tun
proto tcp
remote xxx.xxx.xxx.xxx 443
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
ns-cert-type server
cipher AES-128-CBC
http-proxy xxx.xxx.xxx.xxx 8080 stdin basic

このテキストファイルをSSL-VPN Connectionリソースの情報に合わせて、以下のとおりに編集します。

編集箇所

（行頭文字）

編集内容

書式 proto ［プロトコル ( tcp/udp ) ］

SSL-VPN接続時にHTTPプロキシサーバを経由する場合は、"tcp"を指定し

てください。

proto

記載例 proto tcp（tcpの場合）

proto udp（udpの場合）

書式 remote ［接続先サーバアドレス（SSL-VPN Connectionリソースのグローバ

ルIPアドレス）］ ［接続先ポート ( 443/1194 ) ］

SSL-VPN Connectionリソースが冗長構成の場合、remoteから始まる行を

2行にして、それぞれの接続先を指定してください。

remote

記載例 remote xxx.xxx.xxx.xxx 443（tcpの場合）

remote xxx.xxx.xxx.xxx 1194（udpの場合）

書式 ca ［認証局証明書ファイル名］ca

記載例 ca ca.crt

書式 cert ［クライアント証明書ファイル名］cert

記載例 cert client.crt

書式 key ［クライアント秘密鍵ファイル名］key

記載例 key client.key
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編集箇所

（行頭文字）

編集内容

書式 http-proxy [HTTPプロキシサーバのアドレス] [HTTPプロキシのポート番号] 
stdin basic

stdin: HTTPプロキシサーバ接続時に、ユーザー名とパスワードの入力を要求

されます。

basic: 認証方式は基本認証です。

SSL-VPN接続時にHTTPプロキシサーバを経由しない場合は、本設定を削

除してください。

http-proxy

記載例 http-proxy xxx.xxx.xxx.xxx 8080 stdin basic

注

OpenVPN2.4以降を利用している場合、以下の行を追加してください。

tls-cipher DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-
SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:CAMELLIA128-
SHA:ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDH-RSA-AES128-
SHA:ECDH-ECDSA-AES128-SHA

3. 修正済みファイルの保存

修正が完了したファイルを、以下のフォルダーおよびファイル名で保存します。

C:\Program Files\OpenVPN\config\client.ovpn

ヒント

ファイル名「client.ovpn」の「client」部分は、任意の文字列に変更しても構いません。接続先ごとに複数

のファイルを用意しておくことも可能です。

A.19.2 OpenVPNクライアントからの接続・切断（Windows編）
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

OpenVPNクライアントのセットアップが完了したPC端末から、IaaS上のSSL-VPN Connectionリソースに接続・切断

する方法を説明します。

手順

1. OpenVPNクライアントの起動

[スタートメニュー] > [OpenVPN] > [OpenVPN GUI]のメニューをクリックします。

注

システム管理者でログインしていない場合は、メニューを右クリックして[管理者として実行]をクリックしてくだ

さい。
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2. SSL-VPN接続

PC端末の起動タスクトレイ上のOpenVPNアイコンを右クリックし、[Connect]または[接続]メニューをクリックしま

す。

3. HTTPプロキシサーバの認証

SSL-VPN接続時にHTTPプロキシサーバを経由する場合は、HTTPプロキシサーバに登録されたユーザー名とパス

ワードを入力します。
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4. クライアント秘密鍵の認証

暗号化されたクライアント秘密鍵を使用する場合は、クライアント秘密鍵のパスワードを入力します。

ヒント

クライアント秘密鍵のパスワードについて

• 自己署名証明書を利用している場合

クライアント証明書と秘密鍵をpkcs#12形式へ変換する際に指定したパスワードです。

• FJcloudポータルからダウンロードしたクライアント証明書を利用している場合

FJcloudポータル上で設定した証明書用のパスワードです。

SSL-VPN Connectionリソースへの接続が成功すると、タスクトレイのアイコンがグリーンに切り替わります。

切断する場合は、タスクトレイのアイコンを右クリックして表示されるメニューから[切断]をクリックします。

A.19.3 OpenVPNクライアントのセットアップ（CentOS編）
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

• SSL-VPN接続環境の構築、およびクライアントのセットアップに必要な以下の証明書を入手します。

• サーバ証明書のCA局証明書

• クライアント証明書

• クライアント秘密鍵

• 本セットアップ手順における弊社での動作確認環境は、以下のとおりです。

• OS : CentOS 6.6 64bit
• OpenVPN : 2.3.X（X : 10以降）

注

OpenVPN 2.3.9以前をご利用の場合には、アンインストール後、以降の手順に従い、再度インストールし

てください。

CentOSがインストールされたPC端末から、SSL-VPN接続を行うためのセットアップ手順を以下に示します。

手順

1. OpenVPNクライアントの入手

dl.fedoraproject.orgからEPELリポジトリ情報を取得します。

http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/
• /6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
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2. EPELリポジトリ情報のインストール

以下のコマンドを実行し、リポジトリ情報をインストールします。

# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

3. OpenVPNクライアントのインストール

以下のコマンドを実行し、OpenVPNクライアントをインストールします。

# yum install --enablerepo=epel openvpn

以上でOpenVPNクライアントのインストールは終了です。

OpenVPNクライアントの設定を実施します。

1. 証明書および鍵ファイルの格納

/etc/openvpn

上記フォルダーへ事前に準備した以下のファイルを格納します（ファイル名は例です）。

• ca.crt : CA局証明書

• client.crt : クライアント証明書

• client.key : クライアント秘密鍵

2. クライアント設定ファイルの作成

テキストでクライアント設定ファイルを作成します。

テキストファイルに以下の内容を記載します。テキストをコピーし、利用してください。

client
dev tun
proto tcp
remote xxx.xxx.xxx.xxx 443
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/client.crt
key /etc/openvpn/client.key
ns-cert-type server
cipher AES-128-CBC
http-proxy xxx.xxx.xxx.xxx 8080 stdin basic

このテキストファイルをSSL-VPN Connectionリソースの情報に合わせて、以下のとおりに編集します。

編集箇所

（行頭文字）

編集内容

書式 proto ［プロトコル ( tcp/udp ) ］

SSL-VPN接続時にHTTPプロキシサーバを経由する場合は、"tcp"を指定し

てください。

proto

記載例 proto tcp（tcpの場合）

proto udp（udpの場合）

書式 remote ［接続先サーバアドレス（SSL-VPN Connectionリソースのグローバ

ルIPアドレス）］ ［接続先ポート ( 443/1194 ) ］

※SSL-VPN Connectionリソースが冗長構成の場合、remoteから始まる行

を2行にして、それぞれの接続先を指定してください。

remote

記載例 remote xxx.xxx.xxx.xxx 443（tcpの場合）

remote xxx.xxx.xxx.xxx 1194（udpの場合）
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編集箇所

（行頭文字）

編集内容

書式 ca ［認証局証明書ファイル名］ca

記載例 ca ca.crt

書式 cert ［クライアント証明書ファイル名］cert

記載例 cert client.crt

書式 key ［クライアント秘密鍵ファイル名］key

記載例 key client.key

書式 http-proxy [HTTPプロキシサーバのアドレス] [HTTPプロキシのポート番号] 
stdin basic

stdin: HTTPプロキシサーバ接続時に、ユーザー名とパスワードの入力を要求

されます。

basic: 認証方式は基本認証です。

SSL-VPN接続時にHTTPプロキシサーバを経由しない場合は、本設定を削

除してください。

http-proxy

記載例 http-proxy xxx.xxx.xxx.xxx 8080 stdin basic

3. 修正済みファイルの保存

修正が完了したファイルを以下のフォルダーおよびファイル名で保存します。

/etc/openvpn/client.ovpn

ヒント

ファイル名「client.ovpn」の「client」部分は、任意の文字列に変更しても構いません。接続先ごとに複数

のファイルを用意しておくことも可能です。

A.19.4 OpenVPNクライアントからの接続・切断（CentOS編）
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

OpenVPNクライアントのセットアップが完了したPC端末から、IaaS上のSSL-VPN Connectionリソースに接続・切断

する方法を説明します。

手順

1. OpenVPNクライアントの起動

以下のコマンドを実行し、OpenVPNクライアントを起動します。

# /usr/sbin/openvpn /etc/openvpn/client.ovpn

2. HTTPプロキシサーバの認証

SSL-VPN接続時にHTTPプロキシサーバを経由する場合は、HTTPプロキシサーバに登録されたユーザー名とパス

ワードを入力します。

Enter HTTP Proxy Username: <HTTPプロキシサーバのユーザー名>
Enter HTTP Proxy Password: <HTTPプロキシサーバのパスワード>

3. クライアント秘密鍵の認証

暗号化されたクライアント秘密鍵を使用する場合は、クライアント秘密鍵のパスワードを入力します。

Enter Private Key Password: <クライアント秘密鍵のパスワード>
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ヒント

クライアント秘密鍵のパスワードについて

• 自己署名証明書を利用している場合

クライアント証明書と秘密鍵をpkcs#12形式へ変換する際に指定したパスワードです。

• FJcloudポータルからダウンロードしたクライアント証明書を利用している場合

FJcloudポータル上で設定した証明書用のパスワードです。

4. SSL-VPN接続状態の確認

[root@centos66 openvpn]# /usr/sbin/openvpn /etc/openvpn/client.ovpn &
[1] 31279
[root@centos66 openvpn]# Sat Nov 22 17:00:50 2014 OpenVPN 2.3.2 x86_64-redhat-linux-gnu
 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [IPv6] built on Sep 12 2013
Sat Nov 22 17:00:50 2014 UDPv4 link local: [undef]
Sat Nov 22 17:00:50 2014 UDPv4 link remote: [AF_INET]172.21.2.40:1194
Sat Nov 22 17:00:50 2014 [server] Peer Connection Initiated with
 [AF_INET]172.21.2.40:1194
Sat Nov 22 17:00:53 2014 TUN/TAP device tun0 opened
Sat Nov 22 17:00:53 2014 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Sat Nov 22 17:00:53 2014 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Sat Nov 22 17:00:53 2014 /sbin/ip addr add dev tun0 local xxx.xxx.xxx.xxx peer
 yyy.yyy.yyy.yyy
Sat Nov 22 17:00:53 2014 Initialization Sequence Completed

確認する内容 :
• 2行目 : 接続を実行した際のプロセス番号です。SSL-VPN接続を切断する場合に使用します。

• 10行目 : 「peer yyy.yyy.yyy.yyy」の表示があり、peerアドレスが割り当てられたことを確認します。

• 11行目 : 「Completed」と出力され、起動完了が通知されていることを確認します。

切断する場合は、以下のコマンドを入力してOpenVPNクライアントのプロセスを終了します。

# pgrep openvpn
# kill [プロセス番号]

または

# killall openvpn

A.20 SSL-VPNクライアントのセットアップ [東日本第3／西日本第3]

A.20.1 SSL-VPNクライアントのセットアップ（Windows編）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

Windows OSがインストールされたPC端末からSSL-VPN接続するために必要なクライアント証明書をInternet
ExplorerまたはMicrosoft Edgeにインポートするためのセットアップを実施します。

ヒント

Internet ExplorerとMicrosoft Edgeの両方でインポートする必要はありません。

• SSL-VPNクライアントのセットアップには、クライアント証明書（pkcs#12形式）が必要です。

• 自己署名証明書を利用する場合、証明書の作成時にユーザーのUUIDをSubjectフィールドのCN値に指定してく

ださい。

• KEY_NAMEの値に空文字を指定してください。

• 本手順の動作環境は、以下のとおりです。
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OS ブラウザ

Windows 7 32bit 日本語版

Windows 7 32bit 英語版

• Internet Explorer 7（～SP1）

• Internet Explorer 8（～SP1）

• Internet Explorer 9（SP1）

• Internet Explorer 10（～SP1）

• Internet Explorer 11（～SP1）

Windows 7 64bit 日本語版

Windows 7 64bit 英語版

• Internet Explorer 8 （32bit）（～SP1）

• Internet Explorer 9 （32bit）（～SP1）

• Internet Explorer 10（SP1）

• Internet Explorer 11（SP1）

Windows 8.1 32bit 日本語版

Windows 8.1 64bit 日本語版

Windows 8.1 32bit 英語版

Windows 8.1 64bit 英語版

• Internet Explorer 11（SPなし）

Windows 10 32bit 日本語版 （※1）

Windows 10 64bit 日本語版 （※1）

Windows 10 32bit 英語版（※1） 

Windows 10 64bit 英語版 （※1）

• Internet Explorer 11（SPなし）

• Microsoft Edge

Windows 11 64bit 日本語版（※2）

Windows 11 64bit 英語版（※2）

• Microsoft Edge

※1：x86／x64アーキテクチャーのプロセッサで動作するWindows 10だけサポートします。

※2：x86／64 アーキテクチャーのプロセッサで動作する Windows 11 だけサポートします。

注

仮想マシン(Windows OS)からのSSL-VPN接続は、サポートしていません。

• Windows OSの表示拡大率には[100％]を指定します。

• Windows 11の場合

[設定] > [システム] > [ディスプレイ] > [拡大/縮小] > [100%]を指定します。

• Windows 10の場合

[設定] > [システム] > [ディスプレイ] > [テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する] > [100%]を指定しま

す。

• Windows 8.1の場合

[コントロールパネル] > [ハードウェアとサウンド] > [ディスプレイ] > [すべての項目のサイズを変更する] > [小
-100%(既定)]を選択します。

• Windows 7の場合

[コントロールパネル] > [ハードウェアとサウンド] > [ディスプレイ] > [画面上の文字を読みやすくします] > [小
-100% (既定)]を選択します。

• SSL-VPN接続に必要な設定は、以下のとおりです。
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• Internet Explorerを利用する場合

• Internet Explorerのポップアップブロック機能を無効化してください。

ポップアップブロック機能が有効な場合、SSL-VPN接続が正しく動作しません。

1. [ツール] > [ポップアップブロック] > [ポップアップブロックの設定]をクリックします。

[ポップアップ ブロックの設定]ダイアログが表示されます。

ヒント

以下の手順でも[ポップアップ ブロックの設定]ダイアログが表示されます。

a. [ツール] > [インターネットオプション]をクリックします。

b. [インターネット オブション]ダイアログで[プライバシー]タブをクリックします。

c. [設定]ボタンをクリックします。

2. [許可する Web サイトのアドレス]に、SSL-VPNの仮想SSLサーバのアドレス（URL）を入力します。

3. [追加]ボタンをクリックします。

• Internet Explorerの[拡大]には[100％]を指定してください。

[表示] > [拡大] > [100%]をクリックします。

• Internet Explorerの保護モードを無効化してください。

1. [ツール] > [インターネットオプション]をクリックします。

[インターネット オプション]ダイアログが表示されます。

2. [セキュリティ]タブをクリックします。

3. [信頼済みサイト]をクリックします。

4. [サイト]ボタンをクリックします。

[信頼済みサイト]ダイアログが表示されます。

5. [この Web サイトをゾーンに追加する]に、仮想SSLサーバのアドレス（URL）を入力します。

6. [追加]ボタンをクリックします。

7. [閉じる]ボタンをクリックします。

8. [このゾーンのセキュリティのレベル]を以下に設定します。

• [このゾーンで許可されているレベル : すべて]を[中（既定）]または[中高]にします。

• [保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)]のチェックを外します。

9. [レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックします。

[セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン]ダイアログが表示されます。

10.[セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン]ダイアログで以下の設定になっていることを確認します。

• [ActiveX コントロールとプラグインの実行]：[有効にする]
• [ActiveX コントロールに対して自動的にダイアログを表示]：[有効にする]
• [スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの実行]：[有効にする]
• [署名された ActiveX コントロールのダウンロード]：[ダイアログを表示する]または[有効にする]
• [アクティブ スクリプト]：[有効にする]

• Microsoft Edgeを利用する場合

• Microsoft Edgeのポップアップとリダイレクトのブロック機能を無効化してください。

ポップアップとリダイレクトのブロック機能が有効な場合、SSL-VPN接続が正しく動作しません。

1. 右上の […（設定など）] > [設定] > [Cookieとサイトのアクセス許可] > [ポップアップとリダイレクト ] > [許
可]の[追加]ボタンをクリックします。

2. [サイト]に、SSL-VPNの仮想SSLサーバのアドレス（URL）を入力します。

3. [追加]ボタンをクリックします。

• Microsoft Edgeの[拡大]には[100％]を指定してください。
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右上の[…（設定など）] > [ズーム] > [100%]をクリックします。

• Internet Explorerの保護モードを無効化してください。

1. Windowsの[コントロールパネル] > [インターネットオプション]をクリックします。

[インターネット オプション]ダイアログが表示されます。

2. [セキュリティ]タブをクリックします。

3. [信頼済みサイト]をクリックします。

4. [サイト]ボタンをクリックします。

[信頼済みサイト]ダイアログが表示されます。

5. [このWebサイトをゾーンに追加する]に、仮想SSLサーバのアドレス（URL）を入力します。

6. [追加]ボタンをクリックします。

7. [閉じる]ボタンをクリックします。

8. [このゾーンのセキュリティのレベル]を以下に設定します。

• [このゾーンで許可されているレベル : すべて]を[中（既定）]または[中高]にします。

• [保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)]のチェックを外します。

9. [レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックします。

[セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン]ダイアログが表示されます。

10.[セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン]ダイアログで以下の設定になっていることを確認します。

• [ActiveX コントロールとプラグインの実行]：[有効にする]
• [ActiveX コントロールに対して自動的にダイアログを表示]：[有効にする]
• [スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの実行]：[有効にする]
• [署名された ActiveX コントロールのダウンロード]：[ダイアログを表示する]または[有効にする]
• [アクティブ スクリプト]：[有効にする]

• Windows11 で SSL-VPN 接続を利用する場合

以下の設定を追加で実施してください。

• Microsoft Edge にて TLS 1.3 を利用しないように無効化します。

1. Windowsの[コントロールパネル] > [インターネットオプション]をクリックします。

または、[検索]アイコンにて、"[inetcpl.pl]"を実行し、[インターネットのプロパティ]を開きます。

2. [詳細設定]タブをクリックします。

3. セキュリティ配下の[TLS 1.3 の使用]のチェックを外します。

4. [適用] > [OK]をクリックします。

• TLS 1.3 が無効化されていることを確認します。

1. [Windows PowerShell]を起動します。

2. 以下のコマンドを入力し、TLS の設定状態を確認します。

reg query "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v
 "Secureprotocols"

Secureprotocols の値が 0x2000 未満であることを確認してください（TLS 1.3 が有効の場合は 0x2000
以上です）。

続いて以下を実施してください。

• Internet Explorerの場合

SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Internet Explorer）
• Microsoft Edgeの場合

SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Microsoft Edge）
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A.20.2 SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Internet
Explorer）

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

Windows OSがインストールされたPC端末からSSL-VPN接続するために必要なクライアント証明書をInternet
Explorerにインポートする手順を以下に示します。

手順

1. Internet Explorerを起動し、[ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択します。
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2. [コンテンツ]タブを選択し、[証明書]ボタンをクリックします。

3. [インポート]ボタンをクリックします。
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4. [証明書のインポートウィザード]が起動します。

5. [次へ]ボタンをクリックします。
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6. インポートするクライアント証明書を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。

7. 秘密キーのパスワードを要求されますので、証明書用のパスフレーズを入力します。

ヒント

証明書用のパスフレーズについて

• 自己署名証明書を利用している場合

クライアント証明書と秘密鍵をpkcs#12形式へ変換する際に指定したパスフレーズです。

• FJcloudポータルからダウンロードしたクライアント証明書を利用している場合

FJcloudポータル上で設定した証明書用のパスフレーズです。
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8. 証明書ストアが[個人]になっている事を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。

9. クライアント証明書のインポート内容が正しいことを確認します。

問題なければ [完了]ボタンをクリックしてください。
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以下の画面が表示されたらクライアント証明書のインポートは完了です。

[OK]ボタンをクリックし、[証明書のインポートウィザード]を終了してください。

証明書がインポートされていることを確認してください。インポートされていることを確認できたら、[閉じる]ボタンをクリックし

てください。
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続いてSSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Internet Explorer）を実施してください。

A.20.3 SSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Internet
Explorer）

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

Internet ExplorerでSSL-VPN Connectionリソースへアクセスして、クライアントをダウンロードする手順を以下に示し

ます。

手順

1. Internet Explorerアイコンを右クリックし、[管理者として実行 ]を選択します。

2. Internet ExplorerのアドレスバーにSSL-VPN Connectionリソースのアクセスポイント（external_address）を入

力します。

例）
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https://<SSL-VPN Connectionリソースのアクセスポイント>/login/

3. 証明書の確認画面が表示されます。事前に登録した証明書を選択して[OK]ボタンをクリックします。
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4. SSL-VPN ConnectionリソースからSSL-VPNクライアントがダウンロードされ、インストールについてのメッセージが

表示されます。[Install]ボタンをクリックします。

5. ユーザアカウント制御の画面が表示されます。[Yes]ボタンをクリックします。
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6. 接続先サーバの確認画面が表示されます。接続先サーバのアドレスが正しいことを確認し、[同意する]ボタンをクリッ

クします。

7. [Yes]ボタンをクリックします。
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8. インストール状況はプログレスバーで確認できます。

インストールが完了すると、自動的にSSL-VPN ConnectionリソースへSSL-VPN接続します。SSL-VPN接続が完

了すると、自動的にInternet Explorerが閉じられ、タスクトレイのアイコンは以下のようになります。

SSL-VPNクライアントの接続・切断については、SSL-VPNクライアントからの接続・切断（Windows編）を参照してくだ

さい。

A.20.4 SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Microsoft
Edge）

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

Windows OSがインストールされたPC端末からSSL-VPN接続するために必要なクライアント証明書をMicrosoft
Edgeにインポートする手順を以下に示します。
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手順

1. Microsoft Edgeを起動します。右上の […]（設定など）メニューをクリックし、[設定]を選択します。

2. [設定]メニューの[プライバシー、検索、サービス]をクリックします。

3. [証明書の管理]をクリックします。
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4. [インポート]ボタンをクリックします。

5. [次へ]ボタンをクリックします。
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6. インポートするクライアント証明書を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。

7. 秘密キーのパスワードを要求されますので、証明書用のパスフレーズを入力します。

ヒント

証明書用のパスフレーズについて

• 自己署名証明書を利用している場合

クライアント証明書と秘密鍵をpkcs#12形式へ変換する際に指定したパスフレーズです。

• FJcloudポータルからダウンロードしたクライアント証明書を利用している場合

FJcloudポータル上で設定した証明書用のパスフレーズです。
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8. 証明書ストアが[個人]になっていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。

9. クライアント証明書のインポート内容が正しいことを確認します。

問題なければ [完了]ボタンをクリックしてください。

以下の画面が表示されたらクライアント証明書のインポートは完了です。

[OK]ボタンをクリックし、[証明書のインポートウィザード]を終了してください。
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証明書がインポートされていることを確認してください。インポートされていることを確認できたら、[閉じる]ボタンをクリックし

てください。

続いてSSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Microsoft Edge）を実施してください。

A.20.5 SSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Microsoft Edge）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

Microsoft EdgeでSSL-VPN Connectionリソースへアクセスして、クライアントをダウンロードする手順を以下に示しま

す。
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手順

1. Microsoft Edgeを起動します。右上の[…]（設定など）メニューをクリックし、[設定]を選択します。

2. [設定]メニューの[既定のブラウザー]をクリックします。

3. [Internet Explorerモードページ]の[追加]ボタンをクリックします。（IE互換モードの設定例）

4. SSL-VPN Connectionリソースのアクセスポイント（external_address）を入力し、[追加]ボタンをクリックします。

例）
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https://<SSL-VPN Connectionリソースのアクセスポイント>/login/

5. SSL-VPN Connectionリソースのアクセスポイントが追加されていることを確認してください。

ヒント

追加したInternet Explorerモードページは有効期限が設定されています。

6. [Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可]の[許可]を選択し、[再起動]ボタンをクリックします。
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7. ブラウザの再起動完了後、[Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可]が[許可]になっていることを確

認してください。

8. Microsoft Edgeアイコンを右クリックし、[管理者として実行]を選択します。

9. Microsoft EdgeのアドレスバーにSSL-VPN Connectionリソースのアクセスポイント（external_address）を入力

します。

例）

https://<SSL-VPN Connectionリソースのアクセスポイント>/login/
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10.証明書の確認画面が表示されます。事前に登録した証明書を選択して[OK]ボタンをクリックします。

11. [詳細情報]をクリックし、[Webページに移動(非推奨)]をクリックします。

12.証明書の確認画面が表示されます。事前に登録した証明書を選択して、[OK]ボタンをクリックします。
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13.SSL-VPN ConnectionリソースからSSL-VPNクライアントがダウンロードされ、インストールについてのメッセージが

表示されます。[インストール]ボタンをクリックします。

14.ユーザアカウント制御の画面が表示されます。[はい]ボタンをクリックします。

15.接続先サーバの確認画面が表示されます。接続先サーバのアドレスが正しいことを確認し、[同意する]ボタンをクリッ

クします。
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16.ユーザアカウント制御の画面が表示されます。[はい]ボタンをクリックします。

17.インストールの確認画面が表示されます。[はい]ボタンをクリックします。

18.インストール状況はプログレスバーで確認できます。

インストールが完了すると、自動的にSSL-VPN ConnectionリソースへSSL-VPN接続します。SSL-VPN接続が完

了すると、自動的にMicrosoft Edgeが閉じられ、タスクトレイのアイコンは以下のようになります。
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SSL-VPNクライアントの接続・切断については、SSL-VPNクライアントからの接続・切断（Windows編）を参照してくだ

さい。

A.20.6 SSL-VPNクライアントからの接続・切断（Windows編）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

SSL-VPNクライアントのセットアップが完了したPC端末から、IaaS上のSSL-VPN Connectionリソースに接続・切断

する手順を示します。

Internet ExplorerとMicrosoft Edgeの使用手順は同じです。以下の手順は、Internet Explorerを例とします。

手順

SSL-VPNの初回接続

SSL-VPN ConnectionリソースにはSSL-VPNクライアントから接続します。SSL-VPNクライアントが起動していない場

合、以下の手順で起動してください。

1. Internet Explorerを起動します。

2. Internet ExplorerのアドレスバーにSSL-VPN Connectionリソースのアクセスポイント（external_address）を入

力します。

例）

https://<SSL-VPN Connectionリソースのアクセスポイント>/login/
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3. 証明書の確認画面が表示されます。事前に登録した証明書を選択し[OK]ボタンをクリックします。

4. SSL-VPN ConnectionリソースにSSL-VPN接続されます。

SSL-VPN接続が完了すると、Internet Explorerが自動的に閉じられ、タスクトレイのアイコンは以下のようになります。
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ヒント

アイコンをダブルクリックするとSSL-VPN接続の状態を確認できます。

SSL-VPNの接続

タスクトレイのSSL-VPNクライアントのアイコンが

の

場合の接続手順を示します。

1. タスクトレイのSSL-VPNクライアントをダブルクリックし、SSL-VPN接続の状態画面を表示させます。[Connect]ボ
タンをクリックします。
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2. SSL-VPN Connectionリソースへの接続が成功すると、SSL-VPN接続の状態画面は以下のようになりま

す。[Close]ボタンをクリックします。

3. タスクトレイのアイコンが

に

なります。

SSL-VPNの切断
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タスクトレイのSSL-VPNクライアントのアイコンが

の

場合の切断手順を示します。

1. タスクトレイのSSL-VPNクライアントをダブルクリックし、SSL-VPN接続の状態画面を表示させま

す。[Disconnect]ボタンをクリックします。

2. SSL-VPN Connectionリソースとの切断に成功すると、SSL-VPN接続の状態画面は以下のようになりま

す。[Close]ボタンをクリックします。
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3. タスクトレイのアイコンが

に

なります。

SSL-VPNクライアントの終了

SSL-VPNクライアントの終了手順を以下に示します。

1. SSL-VPNの切断を実施します。

2. タスクトレイのSSL-VPNクライアントのアイコンをダブルクリックし、SSL-VPN接続の状態画面を表示させま

す。[Logout]ボタンをクリックします。

ヒント

SSL-VPNクライアントの終了後、再度SSL-VPN Connectionリソースへ接続する場合はSSL-VPNの初

回接続を実施してください。

A.21 SSL-VPN接続を利用した仮想サーバOSへの接続

A.21.1 SSL-VPN接続を利用した仮想サーバOSへの接続 [東日本第1／
第2、西日本第1／第2]

[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

SSL-VPN接続機能を使用して、仮想サーバへログインするためのネットワーク環境を構築する手順を説明します。

SSL-VPN接続環境を作成するため、サーバ用・クライアント用に以下を準備します。ファイル名は作成したもので読み

替えてください。

• サーバ用

• 認証局証明書 ca.crt
• サーバ証明書 server.crt
• サーバ秘密鍵 server.key
• DH秘密鍵 dh2048.pem
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• クライアント用

• 認証局証明書 ca.crt （上記サーバ用のca.crtと共通）

• クライアント証明書 client_001.crt
• クライアント秘密鍵 client_001.key

注

• サーバ秘密鍵は暗号化されていないものを準備してください。

• クライアント証明書の取得方法は「FJcloudポータルユーザーズガイド」の「認証用の証明書を発行する」を

参照してください。

以下の手順に従って、仮想サーバ上のOSへログインするためのSSL-VPN接続環境を構築します。各リソースに設定

する値は、使用しているシステムに合わせて適宜修正してください。

図 109 : 構築するSSL-VPN環境

ヒント

図中でカッコをつけたリソースを、以下の手順に従って作成します。

手順

1. グローバルIPアドレスの取得

接続先となる仮想サーバと同じアベイラビリティゾーンの外部ネットワークから、グローバルIPアドレスを取得します。

表 299 : 設定例

設定項目 設定値

外部ネットワークID 「inf_az1_ext-net01」のID

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a

ヒント

指定した外部ネットワークでグローバルIPアドレスを取得できなかった場合、別の外部ネットワークを選択

して再度取得します。

2. SSL-VPN用仮想ネットワークの作成

表 300 : 設定例
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設定項目 設定値

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a

仮想ネットワーク名 SSL-VPN_Network

3. SSL-VPN用サブネットの作成

作成したSSL-VPN用仮想ネットワーク内に、サブネットを作成します。

表 301 : 設定例

設定項目 設定値

サブネット名 SSL-VPN_Subnet

仮想ネットワークID 「SSL-VPN_Network」のID

IPバージョン IPv4

ネットワークアドレス範囲 172.18.1.0/24

注

プレフィックス長は16～29ビットの範囲として

ください。

ゲートウェイアドレス 172.18.1.1

注

SSL-VPN用仮想ルータのポートのIPアドレ

スを必ず指定してください。また、指定後は

削除しないでください。

DHCP true

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a

DNSサーバ 133.162.145.9
133.162.145.10

ホストルート CIDR : 192.168.1.0/24

宛先IPアドレス : 172.18.1.1

4. SSL-VPN用仮想ルータの作成

表 302 : 設定例

設定項目 設定値

仮想ルータ名 SSL-VPN_Router

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a

5. SSL-VPN用仮想ルータのゲートウェイ設定

作成したSSL-VPN用仮想ルータに対し、以下の情報変更を行ないます。

表 303 : 設定例
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設定項目 設定値

外部ネットワークID 「inf_az1_ext-net01」のID

6. SSL-VPN用仮想ルータをサブネットに接続

SSL-VPN用仮想ルータの設定情報を更新して、SSL-VPN用サブネットに接続します。詳細は「APIユーザーズガ

イド」の「仮想ルータの情報変更(サブネットにアタッチ)」を参照してください。

表 304 : 設定例

設定項目 設定値

仮想ルータID 「SSL-VPN_Router」のID

サブネットID 「SSL-VPN_Subnet」のID

7. SSL-VPN用ファイアーウォールルールの作成

OSへの接続に使用する通信条件をもとに、通信許可ルールとそれ以外の通信を禁止するルールを作成します。

表 305 : 許可ルールの設定例

設定項目 設定値

ファイアーウォールルール名 SSL-VPN_FW_rule01_tcp22

プロトコル tcp

送信元IPアドレス 192.168.1.0/24

送信元ポート番号 1:65535

宛先IPアドレス 0.0.0.0/0

宛先ポート番号 22

ヒント

WindowsのRDP接続をする場合は「

3389」を指定

アクション allow

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a

表 306 : 禁止ルールの設定例

設定項目 設定値

ファイアーウォールルール名 SSL-VPN_FW_rule_all_deny

アクション deny

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a

8. SSL-VPN用ファイアーウォールポリシーの作成

作成したファイアーウォールルールをまとめて、ファイアーウォールポリシーを作成します。

表 307 : 設定例
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設定項目 設定値

ファイアーウォールポリシー名 SSL-VPN_Firewall_Policy

ファイアーウォールルールリスト 以下の作成済みファイアーウォールルールのリストを指定

• 「SSL-VPN_FW_rule01_tcp22」のID
• 「SSL-VPN_FW_rule_all_deny」のID

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a

9. SSL-VPN用ファイアーウォールの作成

作成したファイアーウォールポリシーをSSL-VPN用仮想ルータに紐付けて、ファイアーウォールを作成します。

表 308 : 設定例

設定項目 設定値

ファイアーウォール名 SSL-VPN_Firewall

ファイアーウォールポリシーID 「SSL-VPN_Firewall_Policy」のID

仮想ルータID 「SSL-VPN_Router」のID

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a

10.SSL-VPN用認証局証明書の登録

鍵管理サービスを使用して、認証局証明書を登録します。

表 309 : 設定例

設定項目 設定値

鍵情報名 ca

秘密情報（payload） -----BEGIN CERTIFICATE-----\n （ca.crtのペイロー

ドの改行コードを「\n」に置換した文字列） \n-----END 
CERTIFICATE-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

保持期限 2025-12-31T23:59:59

11.SSL-VPN用サーバ証明書の登録

鍵管理サービスを使用して、サーバ証明書を登録します。

表 310 : 設定例

設定項目 設定値

鍵情報名 server_certificate

秘密情報（payload） -----BEGIN CERTIFICATE-----\n （server.crtのペ

イロードの改行コードを「\n」に置換した文字列） \n-----
END CERTIFICATE-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

保持期限 2025-12-31T23:59:59
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12.SSL-VPN用サーバ秘密鍵の登録

鍵管理サービスを使用して、サーバ秘密鍵を登録します。

表 311 : 設定例

設定項目 設定値

鍵情報名 server_key

秘密情報（payload） -----BEGIN PRIVATE KEY-----\n （server.keyのペ

イロードの改行コードを「\n」に置換した文字列） \n-----
END PRIVATE KEY-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

保持期限 2025-12-31T23:59:59

13.SSL-VPN用DH秘密鍵の登録

鍵管理サービスを使用して、DH秘密鍵を登録します。

表 312 : 設定例

設定項目 設定値

鍵情報名 dh

秘密情報（payload） -----BEGIN DH PARAMETERS-----\n （dh2048.
pemのペイロードの改行コードを「\n」に置換した文字

列） \n-----END DH PARAMETERS-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

保持期限 2025-12-31T23:59:59

14.SSL-VPN用鍵情報コンテナの作成

上記で作成した4つの証明書・秘密鍵をまとめて、鍵情報コンテナを作成します。

表 313 : 設定例

設定項目 設定値

鍵情報コンテナ名 SSL-VPN_VPNCredential

鍵情報タイプ generic

鍵情報リスト 以下の要素をもつオブジェクトのリストとして指定

• "name"：以下のすべてを鍵情報の名前として指定

• 認証局証明書の場合: ca
• サーバ証明書の場合: server_certificate
• サーバ秘密鍵の場合: server_key
• DH秘密鍵の場合: dh

• "secret_ref"：各鍵情報を作成した際に生成され

た、"secret_ref"の値を指定

鍵情報リストの設定例）

{
  "name": "SSL-VPN_VPNCredential",
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  "type": "generic",
  "secret_refs": [
    {
      "name": "ca",
      "secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/v1/{プロ
ジェクトID}/secrets/{認証局証明書鍵情報のID}"
    },
    {
      "name": "server_certificate",
      "secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/v1/{プロ
ジェクトID}/secrets/{サーバ証明書鍵情報のID}"
    },
    {
      "name": "server_key",
      "secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/v1/{プロ
ジェクトID}/secrets/{サーバ秘密鍵鍵情報のID}"
    },
    {
      "name": "dh",
      "secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/v1/{プロ
ジェクトID}/secrets/{DH秘密鍵鍵情報のID}"
    }
  ]
}

15.SSL-VPN用VPNサービスの作成

SSL-VPN用仮想ルータを経由して、SSL-VPN用サブネットに接続するVPNサービスを作成します。

表 314 : 設定例

設定項目 設定値

VPNサービス名 SSL-VPN_Service

サブネットID 「SSL-VPN_Subnet」のID

仮想ルータID 「SSL-VPN_Router」のID

admin_state_up true

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a

16.SSL-VPN接続の作成

作成したSSL-VPN用VPNサービスに、SSL-VPN用鍵情報コンテナを紐付けてSSL-VPN接続を作成します。

表 315 : 設定例

設定項目 設定値

SSL-VPN接続名 SSL-VPN_Connection

クライアントアドレスプール 192.168.1.0/24

鍵情報コンテナID 「SSL-VPN_VPNCredential」のID

VPNサービスID 「SSL-VPN_Service」のID

プロトコル tcp

グローバルIP 「グローバルIPアドレス」のID

アベイラビリティゾーン名 jp-west-2a
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ヒント

クライアントアドレスプールのIPアドレスは、以下の計算式に従って消費されます。

IPアドレス消費量＝VPNクライアント数×4個＋8個（VPNサーバ側で8個消費）

サブネットのプレフィックス値は、16～29の範囲で指定してください。

ただし、プレフィックス値が29の場合は上記計算式は適用されず、1クライアントだけ接続可能です。

17.SSL-VPN接続用クライアント環境のセットアップ

付録の記事を参照して、SSL-VPN接続用クライアントをセットアップします。

• OpenVPNクライアントのセットアップ（Windows編）

• OpenVPNクライアントのセットアップ（CentOS編）

クライアント環境のセットアップが完了したら、正常にSSL-VPN接続できることを確認します。

18.SSL-VPN用仮想ネットワークへ仮想サーバ接続

SSL-VPN接続が可能となる環境が構築できたら、「SSL-VPN用仮想ネットワーク」に仮想サーバを作成または接

続します。

注

すでに作成済みの仮想サーバを「SSL-VPN用仮想ネットワーク」へ新たに接続する場合、ポートを追加

して接続します。この場合、既存のネットワークから仮想サーバへログインし、追加ポートのIPアドレスに合

わせて、OSのネットワークアダプタの設定変更が必要です。

19.OSへのログイン

SSL-VPN接続を経由し、SSHまたはリモートデスクトップを使用して、仮想サーバのOSへログインします。

ヒント

接続できない場合は、「SSL-VPN用ファイアーウォールルール」の設定内容を取得し、OSログイン用の

通信が正しく許可されているかを確認します。

関連概念

SSL-VPN接続

A.21.2 SSL-VPN接続を利用した仮想サーバOSへの接続 [東日本第3／西
日本第3]

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

SSL-VPN接続機能を使用して、仮想サーバへログインするためのネットワーク環境を構築する手順を説明します。

SSL-VPN接続環境を作成するため、サーバ用・クライアント用に以下を準備します。ファイル名は作成したもので読み

替えてください。

• サーバ用

• 認証局証明書 ca.crt
• サーバ証明書 server.crt
• サーバ秘密鍵 server.key
• DH秘密鍵 dh2048.pem

• クライアント用

• 認証局証明書 ca.crt （上記サーバ用のca.crtと共通）

• クライアント証明書 client_001.crt
• クライアント秘密鍵 client_001.key
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注

• サーバ秘密鍵は暗号化されていないものを準備してください。

• クライアント証明書の取得方法は「FJcloudポータルユーザーズガイド」の「認証用の証明書を発行する」を

参照してください。

以下の手順に従って、仮想サーバ上のOSへログインするためのSSL-VPN接続環境を構築します。各リソースに設定

する値は、使用しているシステムに合わせて適宜修正してください。

図 110 : 構築するSSL-VPN環境

ヒント

図中のリソースを、以下の手順に従って作成します。

手順

1. SSL-VPN用仮想ネットワークの作成

表 316 : 設定例

設定項目 設定値

仮想ネットワーク名 SSL-VPN_Network

2. SSL-VPN用サブネットの作成

作成したSSL-VPN用仮想ネットワーク内に、サブネットを作成します。

表 317 : 設定例

設定項目 設定値

サブネット名 SSL-VPN_Subnet

仮想ネットワークID 「SSL-VPN_Network」のID

IPバージョン IPv4
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設定項目 設定値

ネットワークアドレス範囲 172.18.1.0/24

ゲートウェイアドレス 172.18.1.1

DHCP true

DNSサーバ DNSサーバのIPアドレス

3. SSL-VPN用仮想ルータの作成

表 318 : 設定例

設定項目 設定値

仮想ルータ名 SSL-VPN_Router

4. SSL-VPN用仮想ルータのゲートウェイ設定

作成したSSL-VPN用仮想ルータに対し、以下の情報変更を行ないます。

表 319 : 設定例

設定項目 設定値

外部ネットワークID 「fip-net」のID

5. SSL-VPN用仮想ルータをサブネットに接続

SSL-VPN用仮想ルータの設定情報を更新して、SSL-VPN用サブネットに接続します。詳細は「APIユーザーズガ

イド」の「仮想ルータの情報変更(サブネットにアタッチ)」を参照してください。

表 320 : 設定例

設定項目 設定値

仮想ルータID 「SSL-VPN_Router」のID

サブネットID 「SSL-VPN_Subnet」のID

6. SSL-VPN用ファイアーウォールルールの作成

OSへの接続に使用する通信条件をもとに、通信許可ルールとそれ以外の通信を禁止するルールを作成します。

表 321 : 許可ルールの設定例

設定項目 設定値

ファイアーウォールルール名 SSL-VPN_FW_rule_ssl_allow

プロトコル tcp

送信元IPアドレス 0.0.0.0/0

送信元ポート番号 1:65535

宛先IPアドレス 192.168.90.5/32

宛先ポート番号 443

アクション allow

表 322 : 禁止ルールの設定例
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設定項目 設定値

ファイアーウォールルール名 SSL-VPN_FW_rule_all_deny

アクション deny

7. SSL-VPN用ファイアーウォールポリシーの作成

作成したファイアーウォールルールをまとめて、ファイアーウォールポリシーを作成します。

表 323 : 設定例

設定項目 設定値

ファイアーウォールポリシー名 SSL-VPN_Firewall_Policy

ファイアーウォールルールリスト 以下の作成済みファイアーウォールルールのリストを指定

• 「SSL-VPN_FW_rule_ssl_allow」のID
• 「SSL-VPN_FW_rule_all_deny」のID

8. SSL-VPN用ファイアーウォールの作成

作成したファイアーウォールポリシーをSSL-VPN用仮想ルータに紐付けて、ファイアーウォールを作成します。

表 324 : 設定例

設定項目 設定値

ファイアーウォール名 SSL-VPN_Firewall

ファイアーウォールポリシーID 「SSL-VPN_Firewall_Policy」のID

仮想ルータID 「SSL-VPN_Router」のID

9. SSL-VPN用認証局証明書の登録

鍵管理サービスを使用して、認証局証明書を登録します。

表 325 : 設定例

設定項目 設定値

鍵情報名 ca

秘密情報（payload） -----BEGIN CERTIFICATE-----\n （ca.crtのペイロー

ドの改行コードを「\n」に置換した文字列） \n-----END 
CERTIFICATE-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

注

コンテンツタイプは必ず「text/plain」を指定し

てください。

保持期限 2025-12-31T23:59:59

10.SSL-VPN用サーバ証明書の登録

鍵管理サービスを使用して、サーバ証明書を登録します。

表 326 : 設定例
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設定項目 設定値

鍵情報名 server_certificate

秘密情報（payload） -----BEGIN CERTIFICATE-----\n （server.crtのペ

イロードの改行コードを「\n」に置換した文字列） \n-----
END CERTIFICATE-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

注

コンテンツタイプは必ず「text/plain」を指定し

てください。

保持期限 2025-12-31T23:59:59

11.SSL-VPN用サーバ秘密鍵の登録

鍵管理サービスを使用して、サーバ秘密鍵を登録します。

表 327 : 設定例

設定項目 設定値

鍵情報名 server_key

秘密情報（payload） -----BEGIN PRIVATE KEY-----\n （server.keyのペ

イロードの改行コードを「\n」に置換した文字列） \n-----
END PRIVATE KEY-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

注

コンテンツタイプは必ず「text/plain」を指定し

てください。

保持期限 2025-12-31T23:59:59

12.SSL-VPN用DH秘密鍵の登録

鍵管理サービスを使用して、DH秘密鍵を登録します。

表 328 : 設定例

設定項目 設定値

鍵情報名 dh

秘密情報（payload） -----BEGIN DH PARAMETERS-----\n （dh2048.
pemのペイロードの改行コードを「\n」に置換した文字

列） \n-----END DH PARAMETERS-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

注

コンテンツタイプは必ず「text/plain」を指定し

てください。

保持期限 2025-12-31T23:59:59
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13.SSL-VPN用鍵情報コンテナの作成

上記で作成した4つの証明書・秘密鍵をまとめて、鍵情報コンテナを作成します。

表 329 : 設定例

設定項目 設定値

鍵情報コンテナ名 SSL-VPN_VPNCredential

鍵情報タイプ generic

注

鍵情報タイプは必ず「generic」を指定してく

ださい。

鍵情報リスト 以下の要素をもつオブジェクトのリストとして指定

• "name"：以下のすべてを鍵情報の名前として固定で

指定

• 認証局証明書の場合: ca
• サーバ証明書の場合: server_certificate
• サーバ秘密鍵の場合: server_key
• DH秘密鍵の場合: dh

• "secret_ref"：各鍵情報を作成した際に生成され

た、"secret_ref"の値を指定

鍵情報リストの設定例）

{
  "name": "SSL-VPN_VPNCredential",
  "type": "generic",
  "secret_refs": [
    {
      "name": "ca",
      "secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/v1/{プロ
ジェクトID}/secrets/{認証局証明書鍵情報のID}"
    },
    {
      "name": "server_certificate",
      "secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/v1/{プロ
ジェクトID}/secrets/{サーバ証明書鍵情報のID}"
    },
    {
      "name": "server_key",
      "secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/v1/{プロ
ジェクトID}/secrets/{サーバ秘密鍵鍵情報のID}"
    },
    {
      "name": "dh",
      "secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/v1/{プロ
ジェクトID}/secrets/{DH秘密鍵鍵情報のID}"
    }
  ]
}

14.SSL-VPN用VPNサービスの作成

SSL-VPN用仮想ルータを経由して、SSL-VPN用サブネットに接続するVPNサービスを作成します。

表 330 : 設定例
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設定項目 設定値

VPNサービス名 SSL-VPN_Service

サブネットID 「SSL-VPN_Subnet」のID

仮想ルータID 「SSL-VPN_Router」のID

admin_state_up true

15.SSL-VPN接続の作成

作成したSSL-VPN用VPNサービスに、SSL-VPN用鍵情報コンテナを紐付けてSSL-VPN接続を作成します。

表 331 : 設定例

設定項目 設定値

SSL-VPN接続名 SSL-VPN_Connection

クライアントアドレスプール 192.168.1.0/24

鍵情報コンテナID 「SSL-VPN_VPNCredential」のID

VPNサービスID 「SSL-VPN_Service」のID

プロトコル tcp

16.SSL-VPN接続用クライアント環境のセットアップ

付録の記事を参照して、SSL-VPN接続用クライアントをセットアップします。

Internet Explorerの場合

• SSL-VPNクライアントのセットアップ（Windows編）

• SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Internet Explorer）
• SSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Internet Explorer）

Microsoft Edgeの場合

• SSL-VPNクライアントのセットアップ（Windows編）

• SSL-VPNクライアント証明書のインポート（Windows編／Microsoft Edge）

• SSL-VPNクライアントのダウンロード（Windows編／Microsoft Edge）

クライアント環境のセットアップが完了したら、正常にSSL-VPN接続できることを確認します。

17.SSL-VPN用仮想ネットワークへ仮想サーバ接続

SSL-VPN接続が可能となる環境が構築できたら、「SSL-VPN用仮想ネットワーク」に仮想サーバを作成または接

続します。

注

すでに作成済みの仮想サーバを「SSL-VPN用仮想ネットワーク」へ新たに接続する場合、ポートを追加

して接続します。この場合、既存のネットワークから仮想サーバへログインし、追加ポートのIPアドレスに合

わせて、OSのネットワークアダプタの設定変更が必要です。

18.OSへのログイン

SSL-VPN接続を経由し、SSHまたはリモートデスクトップを使用して、仮想サーバのOSへログインします。

ヒント

接続できない場合は、「SSL-VPN用ファイアーウォールルール」の設定内容を取得し、OSログイン用の

通信が正しく許可されているかを確認します。

関連概念

SSL-VPN接続
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A.22 SSL-VPN接続がサポートする暗号スイート一覧
[対象リージョン：全リージョン]

V2サービス提供によりSSL-VPN接続がサポートする暗号スイートを以下に示します。

表 332 : SSL-VPN接続がサポートする暗号スイート

SSLプロトコル

(※1)
SSL暗号スイート (※2) 東日本第1/第2

西日本第1/第2

東日本第3

西日本第3

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ◯ -

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_
SHA

◯ -

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ◯ -

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA

◯ -

TLS1.1

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA ◯ -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 - ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - ◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

- ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

◯ -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ◯ -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ◯ -

TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_
SHA

◯ -

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

◯ -

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

◯ -

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ◯ -

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA

◯ -

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ◯ -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ◯ -

TLS1.2

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA ◯ -

※1：SSLプロトコルはTLS1.2が優先されます。

※2：SSL暗号スイートは上位から優先的に選択されます。
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A.23 同一サブネット内通信でファイアーウォールサービスを使用する場
合

[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

特殊な使い方ですが、同一サブネット内の仮想サーバ間の通信でも、サブネットにホストルートを設定、または仮想サー

バにスタティックルートを設定することで、仮想ルータを介した通信経路としてファイアーウォールルールを適用することが可

能です。

この場合、戻りのルールも記載が必要なため、仮想ルータ経由で通信するように設定した送信先（仮想サーバ3）からも

同様にスタティックルート設定を行い、送信元（仮想サーバ1）への通信を許可するファイアーウォールルールを設定する

必要があります。（図 111 : ファイアーウォールサービスの利用イメージ（サブネット内通信の場合）参照）

図 111 : ファイアーウォールサービスの利用イメージ（サブネット内通信の場合）

A.24 ロードバランサー(lbaas)で使用するサーバ証明書の登録
[対象リージョン：全リージョン]

ロードバランサーを利用してHTTPS通信やSSL通信を行う場合に、鍵管理機能へサーバ証明書を登録する手順を説

明します。鍵情報コンテナを作成することにより、サーバ証明書が登録されたことになります。

ロードバランサー用のサーバ証明書を登録するため、以下を準備します。ファイル名は作成したもので読み替えてくださ

い。

• サーバ証明書

• サーバ秘密鍵

手順

1. サーバ証明書の登録

鍵管理サービスを使用して、サーバ証明書を登録してください。登録方法については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合
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「APIリファレンス（東日本リージョン3／西日本リージョン3）」の「Creates a Secret entity」を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

「APIリファレンス（Management Administration編）」の「鍵情報の登録」を参照してください。

表 333 : サーバ証明書登録の設定例

設定項目 設定例

鍵情報名 lb_server_certificate

保持期限 2025-12-31T23:59:59

秘密情報 -----BEGIN CERTIFICATE-----\n

（server.crtのペイロード文字列） \n
-----END CERTIFICATE-----

ペイロードの途中の改行コードは不要です。

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

ヒント

サーバ証明書以外の証明書を含める場合、以下のように情報を記載したファイルを、新た

にserver.crtファイルとして使用してください。

• 中間CA証明書を含む場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
  サーバ証明書の秘密情報\n
-----END CERTIFICATE-----\n
-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
  中間CA証明書の秘密情報\n
-----END CERTIFICATE-----

• 中間CA証明書およびクロスルート証明書を含む場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
  サーバ証明書の秘密情報\n
-----END CERTIFICATE-----\n
-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
  中間CA証明書の秘密情報\n
-----END CERTIFICATE-----\n
-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
  クロスルート証明書の秘密情報\n
-----END CERTIFICATE-----\n

2. サーバ秘密鍵の登録

鍵管理サービスを使用して、サーバ秘密鍵を登録してください。登録方法については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

「APIリファレンス（東日本リージョン3／西日本リージョン3）」の「Creates a Secret entity」を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

「APIリファレンス（Management Administration編）」の「鍵情報の登録」を参照してください。

表 334 : サーバ秘密鍵登録の設定例

設定項目 設定例

鍵情報名 lb_server_private_key

保持期限 2025-12-31T23:59:59
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設定項目 設定例

秘密情報 -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\n

（server.keyのペイロード文字列）\n
-----END RSA PRIVATE KEY-----

ペイロードの途中の改行コードは不要です。

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

3. 鍵情報コンテナの作成

1.と2.で作成したサーバ証明書と秘密鍵をまとめて、鍵情報コンテナを作成してください。鍵情報コンテナの作成方

法については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

「APIリファレンス（東日本リージョン3／西日本リージョン3）」の「Create a container」を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3以外の場合

「APIリファレンス（Management Administration編）」の「鍵情報コンテナの登録」を参照してください。

表 335 : 鍵情報コンテナの設定例

設定項目 設定例

鍵情報コンテナ名 ELBCredential

鍵情報タイプ certificate

注

鍵情報タイプには「certificate」だけ指定してください。

鍵情報リスト "secret_refs": [
{
"name": "certificate",
"secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/
v1/{プロジェクトID}/secrets/{サーバ証明書鍵情報のID}"
},
{
"name": "private_key",
"secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-2.cloud.global.fujitsu.com/
v1/{プロジェクトID}/secrets/{サーバ秘密鍵鍵情報のID}"
}
]

ヒント

intermediatesの設定は必要ありません。

A.25 ロードバランサー(nfv)で使用するサーバ証明書の登録
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]
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ロードバランサー(nfv)を利用してHTTPS通信やSSL通信を行う場合に、鍵管理機能へサーバ証明書を登録する手

順を説明します。鍵情報コンテナを作成することにより、サーバ証明書が登録されたことになります。

ロードバランサー用のサーバ証明書を登録するため、以下を準備します。ファイル名は作成したもので読み替えてくださ

い。

• 認証局証明書 ca.crt
• サーバ証明書 server.crt
• サーバ秘密鍵 server.key

注

サーバ秘密鍵は暗号化されていないものを準備してください。

手順

1. 認証局証明書の登録

鍵管理サービスを使用して、認証局証明書を登録してください。登録方法については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

「APIリファレンス（東日本リージョン3／西日本リージョン3）」の「Creates a Secret entity」を参照してください。

表 336 : 認証局証明書登録の設定例

設定項目 設定例

鍵情報名 ca

保持期限 2025-12-31T23:59:59

秘密情報（payload) -----BEGIN CERTIFICATE-----\n

（ca.crtのペイロードの改行コードを「\n」に置換した文字列） \n
-----END CERTIFICATE-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

注

コンテンツタイプは必ず「text/plain」を指定してください。

2. サーバ証明書の登録

鍵管理サービスを使用して、サーバ証明書を登録してください。登録方法については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

「APIリファレンス（東日本リージョン3／西日本リージョン3）」の「Creates a Secret entity」を参照してください。

表 337 : サーバ証明書登録の設定例

設定項目 設定例

鍵情報名 server_certificate

保持期限 2025-12-31T23:59:59

秘密情報（payload) -----BEGIN CERTIFICATE-----\n

（server.crtのペイロードの改行コードを「\n」に置換した文字列） \n
-----END CERTIFICATE-----
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設定項目 設定例

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

注

コンテンツタイプは必ず「text/plain」を指定してください。

ヒント

サーバ証明書以外の証明書を含める場合、以下のように情報を記載したファイルを、新た

にserver.crtファイルとして使用してください。

• 中間CA証明書を含む場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----
  サーバ証明書の秘密情報
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
  中間CA証明書の秘密情報
-----END CERTIFICATE-----

• 中間CA証明書およびクロスルート証明書を含む場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----
  サーバ証明書の秘密情報
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
  中間CA証明書の秘密情報
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
  クロスルート証明書の秘密情報
-----END CERTIFICATE-----

3. サーバ秘密鍵の登録

鍵管理サービスを使用して、サーバ秘密鍵を登録してください。登録方法については、以下を参照してください。

• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

「APIリファレンス（東日本リージョン3／西日本リージョン3）」の「Creates a Secret entity」を参照してください。

表 338 : サーバ秘密鍵登録の設定例

設定項目 設定例

鍵情報名 server_key

保持期限 2025-12-31T23:59:59

秘密情報 -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\n

（server.keyのペイロードの改行コードを「\n」に置換した文字列）\n
-----END RSA PRIVATE KEY-----

秘密情報のコンテンツタイプ text/plain

注

コンテンツタイプは必ず「text/plain」を指定してください。

4. 鍵情報コンテナの作成

上記で作成した3つのサーバ証明書と秘密鍵をまとめて、鍵情報コンテナを作成してください。鍵情報コンテナの作

成方法については、以下を参照してください。
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• 東日本リージョン3／西日本リージョン3の場合

「APIリファレンス（東日本リージョン3／西日本リージョン3）」の「Create a container」を参照してください。

表 339 : 鍵情報コンテナの設定例

設定項目 設定例

鍵情報コンテナ名 LB_NFV_Credential

鍵情報タイプ generic

注

鍵情報タイプは必ず「generic」を指定してください。

鍵情報リスト 以下の要素をもつオブジェクトのリストとして指定

• "name"：以下のすべてを鍵情報の名前として固定で指定 
• 認証局証明書の場合: ca
• サーバ証明書の場合: server_certificate
• サーバ秘密鍵の場合: server_key

• "secret_ref"：各鍵情報を作成した際に生成された、"secret_ref"の値を指定

設定例：

"secret_refs": {
"name": "LB_NFV_Credential",
"type": "generic",
"secret_refs": [
{
"name": "ca",
"secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com/
v1/{プロジェクトID}/secrets/{認証局証明書鍵情報のID}"
},
{
"name": "server_certificate",
"secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com/
v1/{プロジェクトID}/secrets/{サーバ証明書鍵情報のID}"
},
{
"name": "server_key",
"secret_ref": "https://keymanagement.jp-west-3.cloud.global.fujitsu.com/
v1/{プロジェクトID}/secrets/{サーバ秘密鍵鍵情報のID}"
}
]
}

ヒント

intermediatesの設定は必要ありません。
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A.26 同時に利用できないネットワークサービス
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ネットワークサービスの組合せによっては、仮想ルータを利用できなくなります。

各ネットワークサービスの同時利用の可否は、以下のとおりです。

表 340 : 各ネットワークサービスの同時利用の可否

機能名 ファイアーウォール (
nfv)

ロードバランサー (
nfv) ※1

VPN (IPsec 
VPN)

VPN (SSL-VPN)

ファイアーウォール (nfv) - × ○ ×

ロードバランサー (nfv) （※1） × - ○（※2） ○

VPN (IPsec VPN) ○ ○ （※2） - ×

VPN (SSL-VPN) × ○ × -

※1：リスナータイプがpublicの場合です。

※2： ベアメタルサーバでは利用できません。

A.27 APIエンドポイントがサポートするプロトコルおよび暗号スイート
[対象リージョン：全リージョン]

IaaSで提供するAPIエンドポイントは、以下のプロトコルおよび暗号スイートの組み合わせをサポートします。

表 341 : 利用可能な暗号スイート一覧

SSLプロトコル SSL暗号スイート

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

TLS1.2

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

A.28 ゾーン登録可能なドメイン
[対象リージョン：全リージョン]

ゾーン登録可能なドメインは以下のとおりです。

表 342 : ゾーン登録可能なドメイン一覧

.ae.org .ar.com .br.com .cn.com .de.com

.eu.com .eu.org .gb.com .gb.net .hu.com
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.jpn.com .kr.com .no.com .qc.com .ru.com

.sa.com .se.com .se.net .uk.com .uk.net

.us.com .uy.com .web.com .za.com .za.net

.za.org .ac .ae .aero .af

.ag .ai .al .am .edu.ar

.ar .as .asia .at .asn.au

.com.au .id.au .net.au .org.au .au

.az .ba .be .bg .bi

.biz .bj .bm .bo .br

.bs .bv .by .bz .co.ca

.ca .cat .cc .cd .cg

.ch .ci .ck .cl .co.cm

.com.cm .net.cm .edu.cn .cn .com

.coop .cu .cx .cy .cz

.de .dk .dm .do .dz

.ec .edu .ee .eg .es

.eu .fi .fj .fm .fo

.fr .gd .gi .gov .gg

.gm .gp .gr .gs .gt

.hk .hm .hn .hr .ht

.hu .id .ie .il .in

.info .int .io .ir .im

.is .it .je .jobs .jp

.ke .kp .kg .ki .kr

.kz .la .lb .lc .li

.lk .lt .lu .lv .ly

.ma .md .me .mil .mk

.mm .mn .mobi .ms .mt

.mu .museum .mw .mx .my

.na .name .net .nf .ng

.nl .no .nu .nz .org

.pa .pe .pk .pl .pm

.pr .pro .ps .pt .pw

.re .ro .edu.ru .ru .rw

.sa .sb .sc .se .sg

.sh .si .sj .sk .sl

.sm .sn .so .sr .st

.su .sv .tc .tel .tf
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.tg .th .tj .tk .tl

.tm .tn .to .tr .travel

.tt .tv .tw .ua .ug

.ac.uk .gov.uk .uk .fed.us .us

.com.uy .uy .co.uz .com.uz .uz

.va .vc .ve .vi .vg

.vn .vu .wf .ws .xn--mgbaam7a8h

.yt .yu .ac.za .org.za .co.za

.nom.za .co.zw co.jp or.jp ne.jp

ac.jp ad.jp ed.jp go.jp gr.jp

lg.jp hokkaido.jp aomori.jp iwate.jp miyagi.jp

akita.jp yamagata.jp fukushima.jp ibaraki.jp tochigi.jp

gunma.jp saitama.jp chiba.jp tokyo.jp kanagawa.jp

niigata.jp toyama.jp ishikawa.jp fukui.jp yamanashi.jp

nagano.jp gifu.jp shizuoka.jp aichi.jp mie.jp

shiga.jp kyoto.jp osaka.jp hyogo.jp nara.jp

wakayama.jp tottori.jp shimane.jp okayama.jp hiroshima.jp

yamaguchi.jp tokushima.jp kagawa.jp ehime.jp kochi.jp

fukuoka.jp saga.jp nagasaki.jp kumamoto.jp oita.jp

miyazaki.jp kagoshima.jp okinawa.jp

A.29 逆引きDNSの使い方
[対象リージョン：全リージョン]

FJcloud-O IaaSの逆引きDNSの使い方を説明します。IaaSのDNSにPTRレコードを登録すると、インターネット環境

において、IPアドレスからFQDNの名前解決（逆引き）ができるようになります。

対象IPアドレス

PTRレコードに登録できるのは、以下の2つの条件を満たすIPアドレスです。

• AレコードがIaaSに登録されているIPアドレス

• 以下のいずれかのリージョンで払い出したフローティングIP
• 東日本リージョン1
• 東日本リージョン2
• 東日本リージョン3
• 西日本リージョン1
• 西日本リージョン2
• 西日本リージョン3

注

特殊な事情によりIaaS DNSサービスに対して正引き用のAレコードを登録できない場合は、ほかの前提条

件を満たしたうえで、ヘルプデスクまで問い合わせてください。DNS問い合わせ内容の詳細は、こちらを参照し

てください。
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逆引きレコードに関する操作

PTRレコードに対して、以下の操作ができます。

• PTRレコードの登録

1つのIPアドレスに対して、複数のPTRレコードは登録できません。

• PTRレコードの削除

• PTRレコードの更新

PTRレコードの値を更新したい場合は、更新前のPTRレコードを削除してから、Aレコードを削除します。その後、更

新後のAレコードを登録してから、更新後のPTRレコードを登録してください。

例：PTRレコードの値をFQDN1からFQDN2に更新する場合

1. FQDN1のPTRレコードを削除

2. FQDN1のPTRレコードに対応するAレコードを削除

3. レコード名がFQDN2のAレコードを登録

4. FQDN2のPTRレコードを登録

PTRレコードの詳細仕様や注意点については、APIリファレンス （Network編） 「レコードの作成／削除」も参照してくだ

さい。

別リージョンや別プロジェクトのフローティングIPを登録したい場合

別リージョンや別プロジェクトのフローティングIPのPTRレコードを登録することができます。その際には、APIの以下のパラ

メーターにフローティングIPの払い出し元の情報を指定してください。

• x-fcx-region：フローティングIPを払い出したリージョン名を指定

• x-fcx-region-token：フローティングIPを払い出したプロジェクトのリージョナルトークンを指定

• x-fcx-region-project-id：フローティングIPを払い出したプロジェクトID（フローティングIPを払い出したリージョンが東日

本リージョン3、および西日本リージョン3の場合のみ）

ヒント

X-AUTH-TOKENには、フローティングIP払い出し元に関わらず、PTRレコードを登録するプロジェクトのリー

ジョナルトークンを指定してください。

図 112 : ゾーン1にプロジェクト2とプロジェクト3のPTRレコードを登録する場合

上図の場合、x-fcx-regionとx-fcx-region-tokenの指定は以下のとおりです。
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登録するレコード x-fcx-region x-fcx-region-token X-AUTH-TOKEN

フローティングIP-1のPTRレコー

ド

jp-east-1 プロジェクト1のリージョナルトー

クン

フローティングIP-2のPTRレコー

ド

jp-east-1 プロジェクト2のリージョナルトー

クン

フローティングIP-3のPTRレコー

ド

jp-west-2 プロジェクト3のリージョナルトー

クン

プロジェクト1のリージョナルトー

クン

図 113 : ゾーン2にプロジェクト2とプロジェクト3のPTRレコードを登録する場合

上図の場合、x-fcx-regionとx-fcx-region-tokenの指定は以下のとおりです。

登録するレコード x-fcx-region x-fcx-region-token X-AUTH-TOKEN

フローティングIP-1のPTRレコー

ド

jp-east-1 プロジェクト1のリージョナルトー

クン

フローティングIP-2のPTRレコー

ド

jp-east-1 プロジェクト2のリージョナルトー

クン

フローティングIP-3のPTRレコー

ド

jp-west-2 プロジェクト3のリージョナルトー

クン

プロジェクト1のリージョナルトー

クン
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図 114 : プロジェクト2のゾーン2にプロジェクト2とプロジェクト3のPTRレコードを登録する場合

上図の場合、x-fcx-regionとx-fcx-region-tokenの指定は以下のとおりです。

登録するレコード x-fcx-region x-fcx-region-token X-AUTH-TOKEN

フローティングIP-1のPTRレコー

ド

jp-east-1 プロジェクト1のリージョナルトー

クン

プロジェクト1のリージョナルトー

クン

フローティングIP-2のPTRレコー

ド

jp-east-1 プロジェクト2のリージョナルトー

クン

フローティングIP-3のPTRレコー

ド

jp-west-2 プロジェクト3のリージョナルトー

クン

プロジェクト2のリージョナルトー

クン

図 115 : ゾーン1にプロジェクト4のPTRレコードを登録する場合
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上図の場合、x-fcx-region、x-fcx-region-token、および x-fcx-region-project-idの指定は以下のとおりです。

登録するレコード x-fcx-region x-fcx-region-token x-fcx-region-project-
id

X-AUTH-TOKEN

フローティングIP-4の

PTRレコード

jp-east-3 プロジェクト4のリージョナ

ルトークン

プロジェクト4のプロジェ

クトID
プロジェクト1のリージョナ

ルトークン

注

ゾーンの登録において、以下の操作はできません。

• 同じ名前のゾーンを複数登録すること

• 東日本リージョン1以外のリージョンでゾーンを登録すること

図 116 : ゾーン登録

A.30 監視項目一覧

A.30.1 監視項目一覧 [東日本第1／第2、西日本第1／第2]
[対象リージョン：東日本第1／第2、西日本第1／第2]

監視サービスで提供する標準メトリックスの一覧を、以下に示します。

共通仕様

監視項目の計測値は、以下の3種類に分類されます。

表 343 : 監視項目 メータリング種別

種別 説明

cumulative 累積値を示す。常に増加、または減少する値についての累積値

gauge 離散値／変動値を示す。サンプル収集時の瞬間値

delta 差分値を示す。常に増加、または減少する値について収集間隔当たりの変化量
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以降の表では種別を「C」、「G」、「D」と省略して表記します。

登録間隔（秒）は、サンプルの登録間隔です。「-」は、サンプルが定期的に登録されません。

ネットワーク

表 344 : ネットワークサービス 監視項目一覧

監視項目 種別 単位 登録間隔

（秒）

説明

fcx.ip.floating G ip - グローバルIPの存在（リソース操作

時に通知）

fcx.port G port - ポートの存在（リソース操作時に通

知）

表 345 : 負荷分散サービス 監視項目一覧

監視項目 種別 単位 登録間隔

（秒）

説明

fcx.loadbalancing.instance.healthy G instance 600 各サブネットの正常な仮想サーバ

数

正常な仮想サーバとは、ヘルス

チェックによって正常と判断された負

荷分散対象の仮想サーバを指しま

す。

fcx.loadbalancing.instance.unhealthy G instance 60 各サブネットの異常な仮想サーバ

数

異常な仮想サーバとは、ヘルス

チェックによって故障と判断され、負

荷分散対象から除外された仮想

サーバを指します。

fcx.loadbalancing.throughput D B 600 性能情報（スループットの差分）

ヒント

以下の状態の仮想サーバは通知しません。

• ヘルスチェックによって故障と判断された仮想サーバが、負荷分散対象から除外されるまでの間

• ヘルスチェックによって復旧と判断された仮想サーバが、負荷分散対象として追加されるまでの間

コンピュート

表 346 : スタンダードサービス 監視項目一覧

監視項目 種別 単位 登録間隔

（秒）

説明

fcx.compute.instance G instance - 仮想サーバの存在（リソース操作時

に通知）

fcx.compute.cpu_util G % 60 CPU使用率
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監視項目 種別 単位 登録間隔

（秒）

説明

fcx.compute.vcpus G vcpu - vCPU数

fcx.compute.disk.read.requests C request 600 ディスク読取り回数

fcx.compute.disk.read.requests.rate G request/
s

600 1秒間当たりのディスク読取り回数

fcx.compute.disk.write.requests C request 600 ディスク書込み回数

fcx.compute.disk.write.requests.rate G request/
s

600 1秒間当たりのディスク書込み回数

fcx.compute.disk.read.bytes C B 600 ディスク読取りバイト数

fcx.compute.disk.read.bytes.rate G B/s 600 1秒間当たりのディスク読取りバイト

数

fcx.compute.disk.write.bytes C B 600 ディスク書込みバイト数

fcx.compute.disk.write.bytes.rate G B/s 600 1秒間当たりのディスク書込みバイ

ト数

fcx.compute.disk.root.size G GB - ルートディスクの容量

fcx.compute.network.incoming.bytes C B 600 ネットワークインターフェースの受信

バイト数

fcx.compute.network.incoming.bytes.
rate

G B/s 600 1秒間当たりのネットワークインター

フェースの受信バイト数

fcx.compute.network.outgoing.bytes C B 600 ネットワークインターフェースの送信

バイト数

fcx.compute.network.outgoing.bytes.
rate

G B/s 600 1秒間当たりのネットワークインター

フェースの送信バイト数

fcx.compute.instance.status_check.
failed

G count 300 インスタンスのステータスチェック情報

• 0：正常

• 1：エラー

表 347 : SAP向けサービス 監視項目一覧

監視項目 種別 単位 登録間隔

（秒）

説明

fcx.compute-w.instance G instance - 仮想サーバ for SAPの存在（リソー

ス操作時に通知）

ストレージ

表 348 : ブロックストレージ 監視項目一覧

監視項目 種別 単位 登録間隔

（秒）

説明

fcx.blockstorage.volume.size G GB - ブロックストレージの容量
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表 349 : オブジェクトストレージサービス 監視項目一覧

監視項目 種別 単位 登録間隔

（秒）

説明

fcx.storage.objects.size G B 600 オブジェクトの全容量

イメージ保管サービス

表 350 : イメージ保管サービス 監視項目一覧

監視項目 種別 単位 登録間隔

（秒）

説明

fcx.image.size G B - アップロードされたイメージサイズ

データベース

表 351 : データベース環境提供サービス 監視項目一覧

監視項目 種別 単位 登録間隔

（秒）

説明

fcx.database.disk.bin_log.size（※） G B 600 マスタでバイナリログが占有するディ

スク領域の量

fcx.database.cpu_util G % 600 CPU使用率

fcx.database.connections G connection600 使用中のデータベース接続の数

fcx.database.disk.wait.requests G request 600 未処理のディスクI/O アクセス（読

取り/書込みリクエスト）の数

fcx.database.memory.free G B 600 使用可能なRAM の容量

fcx.database.disk.free G B 600 使用可能なストレージ領域の容量

fcx.database.replica.lag （※） G s 600 ソースデータベース仮想サーバから

リードレプリカデータベース仮想サー

バまでのラグ

fcx.database.swap.size （※） G B 600 データベース仮想サーバで使用する

スワップ領域の量

fcx.database.disk.read.requests.rate 
（※）

G request/
s

600 1 秒当たりのディスク読取り操作の

平均回数

fcx.database.disk.write.requests.rate 
（※）

G request/
s

600 1 秒当たりのディスク書込み操作の

平均回数

fcx.database.disk.read.latency （※） G s 600 1 回のディスク読取り操作にかかる

平均時間

fcx.database.disk.write.latency（※） G s 600 1 回のディスク書込み操作にかかる

平均時間

fcx.database.disk.read.bytes.rate（※） G B/s 600 1 秒当たりのディスクからの平均読

取りバイト数

fcx.database.disk.write.bytes.rate （※） G B/s 600 1 秒当たりのディスクからの平均書

込みバイト数

- 649 -



※：現在は機能制限中のため、この情報は取得できません。

A.30.2 監視項目一覧 [東日本第3／西日本第3]
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

監視サービスで提供する監視項目の一覧を、以下に示します。

監視項目 単位 説明

instance.cpu.usage % CPU使用率

instance.memory.usage % メモリ使用率

注

WindowsOSでは使用できません。

instance.network.egress.bit_rate Mbps ネットワーク帯域（出力）

instance.network.egress.drops drops/s 1秒間当たりにドロップした出力パケット数

instance.network.egress.errors errors/s 1秒間当たりのパケットエラー数（出力）

instance.network.egress.packet_rate packet/s 1秒間当たりの送信パケット数

instance.network.ingress.bit_rate Mbps ネットワーク帯域（入力）

instance.network.ingress.drops drops/s 1秒間当たりにドロップした入力パケット数

instance.network.ingress.errors errors/s 1秒間当たりのパケットエラー数（入力）

instance.network.ingress.packet_rate packet/s 1秒間当たりの受信パケット数

A.31 ベアメタルサーバのコンソール接続手順
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

SSL-VPN接続を利用してベアメタルサーバのコンソール（iRMC）に接続します。

注

• リモートデスクトップ接続の場合、SSL-VPN接続を利用できません。

• iRMCを利用する場合は、お客様の作業端末にWebブラウザおよびJAVAが必要です。

SSL-VPN接続にはクライアント証明書とパスワードの2要素認証が必要です。SSL-VPN接続のために必要な情報は

以下になります。

• SSL-VPN接続用のユーザー名

注

2022年5月19日以降に新規でコンソール接続を生成する場合

ユーザー名の末尾には、接続するベアメタルサーバの物理ポート（任意）の、MACアドレス下位6桁（英数

字）を付与してください。

異なるベアメタルサーバにアクセスする場合は、MACアドレスを変更した別ユーザーを作成してください。

例：

• ユーザー名：username-b11220

• MACアドレス：3c:fd:fe:b1:12:20

既にコンソール接続を利用している場合は、現行のユーザーを継続して利用できます。ただし、再作成する

際は上記の命名規則に従ってユーザーを作成してください。
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• SSL-VPN接続用のパスワード

SSL-VPN接続用のパスワードはIaaS環境に保存されないため、利用者での管理が必要です。

• SSL-VPN接続用のクライアント証明書

pkcs12形式のクライアント証明書をベアメタルサービス契約時に弊社から送付致します。このクライアント証明書は

事前に暗号化されているため、復号化の鍵をベアメタルサーバの作成後の作業の「1. ベアメタルサーバ操作情報の

取得」で確認してください。

ベアメタルサーバのコンソール（iRMC）に接続するための手順を以下に示します。各手順で実行するAPIの詳細につい

ては、IaaS APIリファレンスを参照してください。

手順

1. コンソール（iRMC）の開設

以下のコマンドを実行し、ベアメタルサーバのコンソール（iRMC）を開設します。

# export OS_AUTH_TOKEN="取得済みトークン文字列"
# export SERVER_ID="ベアメタルサーバのID"
# export VPN_USERNAME="クライアントのVPNユーザー名"
# export VPN_PASSWORD="クライアントのVPNパスワード"
# export VPN_CLIENT_IP="クライアントのIPアドレス"
# curl -k -s -H "X-Auth-Token: ${OS_AUTH_TOKEN}" -H 'Content-
Type: application/json' -H 'Accept: application/json' -X POST
 "https://baremetal.jp-east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/
server-consoles/${SERVER_ID}" -d '{"console_access_point":
 {"vpn_username":"'${VPN_USERNAME}'", "vpn_user_password":"'${VPN_PASSWORD}'",
 "user_access_source_ip":"'${VPN_CLIENT_IP}'"}}' | jq .

注

SSL-VPN接続時にHTTPプロキシサーバを経由する場合、"クライアントのIPアドレス"にはHTTPプロキ

シサーバのグローバルIPアドレスを指定してください。

2. コンソール（iRMC）に接続するための情報確認

以下のコマンドを実行します。

# export OS_AUTH_TOKEN="取得済みトークン文字列"
# export SERVER_ID="ベアメタルサーバのID"
# curl -k -s -H "X-Auth-Token: ${OS_AUTH_TOKEN}" -H 'Content-Type:
 application/json' -H 'Accept: application/json‘ -X GET "https://baremetal.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/server-consoles/${SERVER_ID}" | jq .

コンソール（iRMC）に接続するための情報が表示されます。

{
  "console_access_point": {
    "vpn_access_ip": "SSL-VPN接続先のIPアドレス",
    "tenant_id": "ベアメタルサーバのプロジェクトID",
    "console_ip_address": "コンソール（iRMC）のIPアドレス",
    "user_access_source_ip": "SSL-VPN接続用クライアントのIPアドレス",
    "id": "コンソールアクセスポイントのID",
    "vpn_groupname": "SSL-VPN接続用のログイングループ",
    "vpn_username": "SSL-VPN接続用のユーザー名",
    "server_id": "ベアメタルサーバのID",
    "status": "コンソールの状態"
  }
}

• コンソールの状態が“ACTIVE”の場合、コンソール（iRMC）は開設されています。

• SSL-VPN接続には以下の情報を使用します。

• SSL-VPN接続先のIPアドレス

• SSL-VPN接続用のログイングループ

• SSL-VPN接続用のユーザー名

• SSL-VPN接続用のパスワード
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3. コンソール（iRMC）のアカウント情報設定

以下のコマンドを実行し、ベアメタルサーバのコンソール（iRMC）にログインするためのアカウント情報を設定します。

# export OS_AUTH_TOKEN="取得済みトークン文字列"
# export SERVER_ID="ベアメタルサーバのID"
# export IRMC_USERNAME="新しいコンソール（iRMC）のユーザー名"
# export IRMC_PASSWORD="新しいコンソール（iRMC）のパスワード"
# curl -k -s -H "X-Auth-Token: ${OS_AUTH_TOKEN}" -H 'Content-Type:
 application/json' -H 'Accept: application/json' -X PUT "https://baremetal.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/server-accounts/${SERVER_ID}" -d '{"account":
{"username" :"'${IRMC_USERNAME}'","user_password":"'${IRMC_PASSWORD}'"}}' | jq .

コンソール（iRMC）にログインするためのアカウント情報が表示されます。

{
  "account": {
    "server_id": "ベアメタルサーバのID",
    "tenant_id": "ベアメタルサーバのプロジェクトID",
    "updated_at": "更新日",
    "username": "設定されたコンソール（iRMC）のユーザー名",
    "user_password": "設定されたコンソール（iRMC）のパスワード"
  }
}

ヒント

SSL-VPN接続後、Webブラウザでコンソール（iRMC）のIPアドレスにアクセスします。その際に、本手順

で設定したコンソール（iRMC）のユーザー名とパスワードを使用します。

4. SSL-VPN接続用クライアントのセットアップ

ベアメタルサービス契約時に弊社から送付されたクライアント証明書を、SSL-VPN接続用クライアントに登録しま

す。

5. SSL-VPN接続用クライアントからSSL-VPN接続

コンソール接続用エンドポントへSSL-VPN接続します。SSL-VPN接続に必要な情報は以下のとおりです。

• SSL-VPN接続先のIPアドレス

• SSL-VPN接続用のログイングループ

• SSL-VPN接続用のユーザー名

• SSL-VPN接続用のパスワード

6. ベアメタルサーバのコンソール（iRMC）に接続

SSL-VPN接続用クライアントからWebブラウザでコンソール（iRMC）のIPアドレスにアクセス・ログインします。コン

ソール（iRMC）のアクセス・ログインに必要な情報は以下のとおりです。

• コンソール（iRMC）のIPアドレス

• 設定されたコンソール（iRMC）のユーザー名

• 設定されたコンソール（iRMC）のパスワード

注

設定したコンソール（iRMC）接続用アカウントでログインできなかった場合、再度アカウント情報を設定し

てからログインしてください。
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ヒント

ビデオリダイレクションとバーチャルメディアの利用方法についてはiRMC Webインターフェースマニュアルを参

照してください。

マニュアルは、以下の手順でダウンロードできます。

a. 「富士通製品サポート」ページを開きます。

b. 画面右上の「サーチ」をクリックします。

c. テキストボックスに「iRMC Webインターフェース」と入力します。

d. 「サーチ」ボタンをクリックします。

e. 表示されたFull text search画面で、対象のマニュアルをダウンロードします。

7. 本サービスでサポートする暗号化スイート一覧は以下です。

cipher suite TLS v1 TLS v1.1 TLS v1.2 SSL v3

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_
SHA384

◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_
SHA384 

◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_
SHA384

◯

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA384

◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA384 

◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA256

◯

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256 

◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256 

◯

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ◯

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

◯

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256 

◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

◯

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ◯

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ◯

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ◯

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ◯
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8. サーバ証明関連

• 公開キー：鍵長2048ビットのRSA
• 署名アルゴリズム：RSA付きSHA256
• ハッシュ関数：SHA256

A.32 ベアメタルサーバのインターネット接続手順
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ベアメタルサーバをインターネットに接続する手順について説明します。

手順

1. 以下のコマンドを実行し、ベアメタルサーバ用の仮想ルータを外部ゲートウェイとして設定します。

# export OS_AUTH_TOKEN="取得済みトークン文字列"
# export REGION=jp-east-3
# export ROUTER_ID="外部ゲートウェイとして設定する仮想ルータのID"
# curl -sS -X POST -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/
json' -H "X-Auth-Token:${OS_AUTH_TOKEN}" -d '{"external_gateway": { "router_id":
 "'${ROUTER_ID}'"}}' "https://baremetal.${REGION}.cloud.global.fujitsu.com/v1/
networking/external-gateway"

外部ゲートウェイとして設定された仮想ルータのIDが表示されます。

{
    "external_gateway": {
        "id": "外部ゲートウェイのID",
        "router_id": "外部ゲートウェイのルータID"
    }
}

2. 以下のコマンドを実行し、ベアメタルサーバ用のフローティングIP情報を取得します。

# curl -sS -X GET -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' -H
 "X-Auth-Token:${OS_AUTH_TOKEN}" "https://baremetal.${REGION}.cloud.global.fujitsu.com/
v1/networking/floatingip-networks"

表示された「フローティングIPプールのID」を確認します。

{
    "floatingip_networks":[
        {
            "id": "フローティングIPプールのID",
            "name": "フローティングIPプールの名前",
            "floating_subnet_id":"フローティングIPプールのサブネットID",
            "floating_subnet_name":"フローティングIPプールのサブネット名",
            "ip_version":"フローティングIPプールのIPバージョン",
            "cidr":"フローティングIPプールのCIDR"
        },
    ]
}

3. 以下のコマンドを実行し、ベアメタルサーバ用のフローティングIPを取得します。

# export FLOATINGIP_NETWORKS="step2で確認した「フローティングIPプールのID」"
# curl -sS -X POST -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/
json' -H "X-Auth-Token:${OS_AUTH_TOKEN}" -d '{"floatingip": {"floating_network_id":
 "'${FLOATINGIP_NETWORKS}'"}}' "https://baremetal.${REGION}.cloud.global.fujitsu.com/v1/
networking/floatingips"

表示された「フローティングIPのID」を確認します。

{
    "floatingip":{
        "floating_network_id":"フローティングIPが所属するフローティングネットワーク
のID",
        "id":"フローティングIPのID"
    }
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}

4. 以下のコマンドを実行し、ベアメタルサーバ用のフローティングIPを仮想ルータにアタッチします。

# export FLOATING_IP="step3で確認した「フローティングIPのID」"
# export FIXED_IP_ADDRESS="フローティングIPアドレスに紐づく固定IPアドレス"
# curl -sS -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/
json' -H "X-Auth-Token:${OS_AUTH_TOKEN}" -d '{"floatingip": {"router_id":
 "'${ROUTER_ID}'","fixed_ip_address":"'${FIXED_IP_ADDRESS}'"}}' "https://baremetal.
${REGION}.cloud.global.fujitsu.com/v1/networking/floatingips/${FLOATING_IP}"

正常に終了した場合、以下の情報が表示されます。

{
  "floatingip":{
        "router_id": "フローティングIPに紐づくルータのID",
        "fixed_ip_address":"フローティングIPアドレスに紐づく固定IPアドレス",
        "id":"フローティングIPのID"
    }
}

A.33 ベアメタルサーバのハードウェア障害と復旧対応
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

お客様が使用しているベアメタルサーバで、ハードウェア障害が発生した場合の復旧対応について説明します。

ハードウェア障害と復旧対応

お客様が使用しているベアメタルサーバでハードウェア障害が発生した場合、富士通は以下を実施します。

• 障害の検知

• 障害発生を通知

• 復旧作業

復旧対応は、故障個所、OS稼働状態、および活性保守可否によって対応パターンが異なります。

表 352 : ハードウェア障害箇所復旧対応フロー

ハードウェア障害箇所 OS稼働状態 活性保守可否 復旧対応パターン

iRMC 稼働 非活性 パターン1

稼働 活性 パターン2

稼働 非活性 パターン3

iRMCを除くサーバ内部パーツ

障害により停止 非活性 パターン4

復旧対応

復旧対応パターンの詳細は以下のとおりです。

表 353 : 復旧対応パターン1

役割分担作業

お客様 富士通

備考

ステップ1 障害検知 ◯
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役割分担作業

お客様 富士通

備考

ステップ2 障害発生通知 ◯ • iRMC障害であり、OS状態やハード異常を

検知できない状態である旨を通知

• 復旧にはサーバ停止が必要なため、保守希

望日時の指定および事前のサーバ停止を依

頼

ステップ3 復旧希望日時のヘルプデスクへ

の通知およびサーバの事前停止

◯

ステップ4 復旧対処 ◯

ステップ5 復旧通知 ◯

表 354 : 復旧対応パターン2

役割分担作業

お客様 富士通

備考

ステップ1 障害検知 ◯

ステップ2 障害発生通知 ◯ • 障害が発生しているが、活性保守が可能で

ある旨を通知

ステップ3 復旧対処 ◯

ステップ4 復旧通知 ◯

表 355 : 復旧対応パターン3

役割分担作業

お客様 富士通

備考

ステップ1 障害検知 ◯

ステップ2 障害発生通知 ◯ • 障害が発生しており、活性保守は不可であ

る旨を通知

• 復旧にはサーバ停止が必要なため、保守希

望日時の指定および事前のサーバ停止を依

頼

ステップ3 復旧希望日時のヘルプデスクへ

の通知およびサーバの事前停止

◯

ステップ4 復旧対処 ◯

ステップ5 復旧通知 ◯

表 356 : 復旧対応パターン4

役割分担作業

お客様 富士通

備考

ステップ1 障害検知 ◯
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役割分担作業

お客様 富士通

備考

ステップ2 障害発生通知 ◯ • 障害が発生しており、OSも停止中である旨

を通知

• 復旧完了までお客様側でサーバ起動を実施

しないよう依頼

• 復旧完了後、サーバは起動状態となる旨を

通知

ステップ3 復旧対処 ◯

ステップ4 復旧通知 ◯

A.34 共有ストレージの利用手順
[対象リージョン：東日本第3]

共有ストレージを利用するために必要な手順について説明します。

手順

1. 以下のコマンドを実行し、共有ストレージを作成します。

# export OS_AUTH_TOKEN="取得済みトークン文字列"
# export REGION=jp-east-3
# export PROJECT_ID="プロジェクトID"
# export SUBNET_ID="共有ストレージを接続するサブネットID"
# export IP_ADDRESS="共有ストレージのIPアドレス"
# export SUBNET_MASK="サブネットマスク"
# export VOLUME_NAME="共有ストレージ名"
# export VOLUME_SIZE_TB="サイズ(単位：TB)"
# curl -sS -X POST -H 'Content-Type: application/json' -H
 'Accept: application/json' -H "X-Auth-Token:${OS_AUTH_TOKEN}" -d
 '{"userInputValues":[{"key":"TenantId","value":"'${PROJECT_ID}'"},
{"key":"SubnetId","value":"'${SUBNET_ID}'"},{"key":"IPv4","value":"'${IP_ADDRESS}'"},
{"key":"SubnetMask","value":"'${SUBNET_MASK}'"},
{"key":"VolumeName","value":"'${VOLUME_NAME}'"},
{"key":"VolumeSizeTB","value":"'${VOLUME_SIZE_TB}'"}]}' "https://baremetal.
${REGION}.cloud.global.fujitsu.com/v1/disk/accesspoint/create"

ジョブIDが表示されます。

表示されたジョブIDで、共有ストレージの作成状況を確認できます。

{"jobId": "ジョブID"}

2. 以下のコマンドを実行し、共有ストレージの作成完了を確認します。

# export JOB_ID="ジョブID"
# curl -sS -X GET -H 'Accept: application/json' -H "X-Auth-Token:${OS_AUTH_TOKEN}"
 "https://baremetal.${REGION}.cloud.global.fujitsu.com/v1/disk/accesspoint/create/
${JOB_ID}?TenantId=${PROJECT_ID}"

共有ストレージの作成状況が表示されたら、"jobStatus"が"COMPLETED"であることを確認します。

{
  "jobStatus":{
    "jobStatus":"COMPLETED",
    "startTime":"処理が開始された日時",
    "endTime":"処理が終了した日時",
    "plannedExecutionTime":"APIリクエストを受け付けた日時",
    "userInputValues":[
      {"key":"$RegionName","value":"jp-east-3"},
      {"key":"$VolumeSizeTB","value":"サイズ"},
      {"key":"$IPv4","value":"共有ストレージのIPアドレス"},
      {"key":"$VolumeName","value":"共有ストレージ名"},
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      {"key":"$Token","value":"取得済みトークン文字列"},
      {"key":"$SubnetMask","value":"サブネットマスク"},
      {"key":"$TenantId","value":"プロジェクトID"},
      {"key":"$SubnetId","value":"共有ストレージを接続するサブネットID"}
    ]
  }
}

3. 以下のコマンドを実行し、作成された共有ストレージを確認します。

# curl -sS -X GET -H 'Accept: application/json' -H "X-Auth-Token:${OS_AUTH_TOKEN}"
 "https://baremetal.${REGION}.cloud.global.fujitsu.com/v1/disk/volume/detail?TenantId=
${PROJECT_ID}"

共有ストレージの使用状況一覧が表示さます。

{
  "SnapshotList": [],
  "BackupVolumeSchedule": [],
  "BackupGenerationList": [],
  "VolumeList": [
    (省略)
    {
      "available_size_mb": "使用可能サイズ(単位：MB)",
      "ipv4": "共有ストレージのIPアドレス",
      "project_id": "プロジェクトID",
      "size_mb": "領域サイズ(単位：MB)",
      "snapshot_used_mb": "スナップショット使用サイズ(単位：MB)",
      "subnet_id": "共有ストレージを接続するサブネットID",
      "subnet_mask": "サブネットマスク",
      "used_size_mb": "使用サイズ(単位：MB)",
      "volume_name": "共有ストレージ名"
    }
    (省略)
  ]
}

4. 作成した共有ストレージをベアメタルサーバで利用するために、OS上で以下の設定を実施します。

• RHELの場合

RHELサーバに共有ストレージをマウントします。任意のユーザーで、以下の手順を実施してください。

a. 以下のコマンドを実行し、マウント先ディレクトリを作成します。

# mkdir /MOUNTDIR

MOUNTDIRには、任意のディレクトリ名を指定してください。

b. 以下のコマンドを実行し、共有ストレージをマウントします。

# mount -t nfs <共有ストレージのIPアドレス>:/<共有ストレージ名> /MOUNTDIR

注

• 共有ストレージをマウントする場合、<共有ストレージ名>は必ず指定してください。

• 共有ストレージをNFSマウントするには、NFSクライアントに必要なパッケージのインストールが必要で

す。

• ESXiの場合

共有ストレージをデータストアとしてESXiサーバに追加します。管理者権限をもつユーザーで以下の手順を実施

してください。

a. ESXiホストの構成画面から[ストレージ] > [ストレージの追加...]をクリックします。

[ストレージの追加]画面が表示されます。

b. [ネットワークファイルシステム]を選択し、[次へ]をクリックします。

c. 各項目に以下の情報を入力し、[次へ]をクリックします。

• [サーバ]に「共有ストレージのIPアドレス」を入力します。

• [フォルダ]に「共有ストレージ名」を入力します。
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• [データストア名]に、任意のデータストア名を入力します。

d. [終了]をクリックします。

共有ストレージがデータストアとして追加されます。

A.35 ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順

A.35.1 ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順（RHEL／CentOS）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ベアメタルサーバ（RHEL／CentOS）でブロックストレージ（iSCSI）を利用するために必要な手順について説明します。

ベアメタルサーバ（RHEL／CentOS）とブロックストレージ（iSCSI）の接続構成は、以下の図のとおりです。

ヒント

RHEL／CentOSサーバは、（Active／Active構成）で接続されるESXiサーバとは異なり、 iSCSI接続に

必要なソフトウェアを導入し、外部ストレージと冗長経路(Active／Standby構成）で接続します。

図 117 : ベアメタルサーバ（RHEL／CentOS）とブロックストレージ（iSCSI）の接続構成

最初にOS側の準備をします。

例として、OSがRHEL7.3、CentOS7.7の設定手順を説明します。

注

OSの種類やバージョンによって、ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順が異なる場合があります。

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順については、お客様が契約しているOSのサポートに問い合わせてくだ

さい。

1. 必要なパッケージのインストール
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iscsiイニシエーター利用のために必要な最新版のパッケージをインストールします。

• iscsi-initiator-utils-x.x.x.xxx-4.el7.x86_64
• iscsi-initiator-utils-iscsiuio-x.x.x.xxx-x.el7.x86_64

2. iscsidサービスの設定と起動

iscsidサービスの自動起動設定をしたあと、サービスを起動します。

a. iscsidサービスの自動起動の設定

# systemctl enable iscsid.service

b. iscsidサービスの起動

# systemctl start iscsid.service

c. iscsidサービスの自動起動の設定、および起動の確認

# systemctl status iscsid.service

3. iscsiサービスの設定と起動

iscsiサービスの自動起動設定をしたあと、サービスを起動します。

a. iscsiサービスの自動起動の設定

# systemctl enable iscsi.service

b. iscsiサービスの起動

# systemctl start iscsi.service

4. iSCSIイニシエータ名（IQN）の確認

/etc/iscsi/initiatorname.iscsi ファイルで iSCSIイニシエータ名（IQN）を確認します。

次に、RHEL／CentOSサーバーで実施するブロックストレージ（iSCSI）の接続手順を説明します。各リソースに設定す

る値は、システムに合わせてください。

手順

1. 以下のAPIを実行し、ブロックストレージ（iSCSI）を作成します。

# export TOKEN="取得したトークン"
# export PROJECT_ID="プロジェクトID"
# export INITIATOR_IQNS="接続を許可するiSCSIイニシエータ名(IQN)"
# export IP_ADDRESS_PRIMARY="ブロックストレージ(iSCSI)のIPアドレス(プライマリ)"
# export IP_ADDRESS_SECONDARY="ブロックストレージ(iSCSI)のIPアドレス(セカンダリ)"
# export IP_SUBNET_MASK="サブネットマスク"
# export NAME="ブロックストレージ(iSCSI)の名前"
# export OS_TYPE="接続先ベアメタルサーバのOSタイプ"
# export SIZE="ブロックストレージ(iSCSI)の容量"
# export SNAPSHOT_SPACE_SIZE="スナップショット領域の容量"
# export SUBNET_ID="ブロックストレージ(iSCSI)を接続するサブネットのID"
# export TYPE="ストレージタイプ"
# curl -ks -X POST -H "X-Auth-Token:${TOKEN}" https://baremetal.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/iscsi/${PROJECT_ID}/storages/create -d
 '{"storage": {
"initiator_iqns": ["'${INITIATOR_IQNS}'"],
"ipv4_address_primary": "'${IP_ADDRESS_PRIMARY}'",
"ipv4_address_secondary": "'${IP_ADDRESS_SECONDARY}'",
"ipv4_subnet_mask": "'${IP_SUBNET_MASK}'",
"name": "'${NAME}'",
"os_type": "'${OS_TYPE}'",
"size_gb": '${SIZE}',
"snapshot_space_size_gb": '${SNAPSHOT_SPACE_SIZE}',
"subnet_id": "'${SUBNET_ID}'",
"type": "'${TYPE}'"
}}' | jq .

ヒント

"接続を許可するiSCSIイニシエータ名（IQN）" には、OS側の準備の 4で確認した値を入力します。

2. API（ブロックストレージ（iSCSI）作成）のレスポンスでジョブIDを確認します。

idに表示されたジョブIDを確認します。
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{
  "job": {
    "api_name": "Create a storage",
    "created_at": "2019-07-23T03:00:20.000Z",
    "id": 9294,
    "project_id": "565ae4fc42f04e76800a31cf03886b42",
    "request_parameter": {
    "storage": {
       ～省略～
      }
    },
    "status": "EXECUTING"
  }
}

3. 以下のAPIを実行し、ブロックストレージ（iSCSI）の作成が完了した（status が"COMPLETED"である） ことを確

認します。

# export TOKEN="取得したトークン"
# export PROJECT_ID="プロジェクトID"
# export JOB_ID="ジョブID"
# curl -ks -X GET -H "X-Auth-Token:${TOKEN}" https://baremetal.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/iscsi/${PROJECT_ID}/jobs/${JOB_ID} | jq .

{
  "job": {
    "api_name": "Create a storage",
    "created_at": "2019-07-23T03:00:20.000Z",
    "ended_at": "2019-07-23T03:00:50.000Z",
    "id": 9294,
    "project_id": "565ae4fc42f04e76800a31cf03886b42",
    "request_parameter": {
    ～省略～
    },
    "started_at": "2019-07-23T03:00:25.000Z",
    "status": "COMPLETED"
  }
}

4. 以下のAPIを実行し、作成したブロックストレージ（iSCSI）を確認します。

# export TOKEN="取得したトークン"
# export PROJECT_ID="プロジェクトID"
# curl -ks -X GET -H "X-Auth-Token:${TOKEN}" https://baremetal.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/iscsi/${PROJECT_ID}/storages | jq .

{
  "storages": [
 ～省略～
    {
      "created_at": "2019-07-23T03:01:10Z",
      "initiator_iqns": [
        "iqn.1994-05.com.redhat:7417d7bbb7eb"
      ],
      "ipv4_address_primary": "192.168.10.220",
      "ipv4_address_secondary": "192.168.10.221",
      "ipv4_subnet_mask": "255.255.255.0",
      "iqn": "iqn.1992-08.com.netapp:2833ce04-7d90-4aab-85c5-befa76b39c85",
      "name": "iscsi_test_storage_linux",
      "os_type": “linux",
      "project_id": "565ae4fc42f04e76800a31cf03886b42",
      "size_gb": 512,
      "snapshot_space_size_gb": 512,
      "snapshot_space_used_size_gb": 0,
      "subnet_id": "525f3ff7-b631-408c-be2a-2e3591359b17",
      "type": "medium",
      "id": "2833ce04-7d90-4aab-85c5-befa76b39c85"
    },
 ～省略～
  ]
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}

再びOS側の設定をします。

注

シングルパスでは可用性が保証されないため、マルチパスを設定してください。

1. iSCSIイニシエーターのタイムアウト値の変更

iSCSI イニシエーターのタイムアウト値を120から5に変更します。

ヒント

/etc/iscsi/iscsid.conf ファイルの"node.session.timeo.replacement_timeout"に定義されている値を

変更します。

2. ネットワークボンディングの設定

DM-MPを使用してマルチパス構成を構築する場合、ブロックストレージ（iSCSI）との冗長経路はネットワークボン

ディング mode1（Active/Standby構成）で接続します。詳細な手順は以下のとおりです。なお、インタフェース名は

例です。

a. bond0インタフェースの作成

# nmcli connection add type bond autoconnect no con-name bond0 ifname bond0 mode
 active-backup

b. slaveインタフェースの作成

# nmcli connection add type bond-slave autoconnect no ifname enp24s0f0 master bond0
# nmcli connection add type bond-slave autoconnect no ifname enp94s0f1 master bond0

c. サーバのIPアドレスの設定（IPアドレスは任意の値）

# nmcli c mod bond0 ipv4.method manual ipv4.address "192.168.10.31/24" ipv4.gateway
 "192.168.10.1" ipv6.method ignore

d. 元のインタフェースの自動起動停止

# nmcli c m "System enp24s0f0" connection.autoconnect no
# nmcli c m "System enp94s0f1" connection.autoconnect no

e. slaveインタフェースの自動起動有効化

# nmcli c m bond-slave-enp24s0f0 connection.autoconnect yes
# nmcli c m bond-slave-enp94s0f1 connection.autoconnect yes

f. bond0インタフェースの自動起動有効化

# nmcli c m bond0 connection.autoconnect yes

g. ネットワークボンディングの設定確認

bond0インタフェースが作成できていること、およびサーバーのIPアドレスが設定できていることを確認します。

# nmcli c
# ifcomnnfig
# cat /proc/net/bonding/bond0

3. 疎通確認

サーバおよび作成したブロックストレージ（iSCSI）への疎通を確認します。

a. サーバへの疎通確認（IPアドレスはサーバに設定した値）

# ping 192.168.10.1

b. ブロックストレージ（iSCSI）の疎通確認（IPアドレスはブロックストレージ（iSCSI）の作成時に設定した値）

# ping 192.168.10.111

4. ブロックストレージ（iSCSI）の検索

ブロックストレージ（iSCSI）の作成時に設定した プライマリ と セカンダリ のIPアドレス、およびイニシエータ名を検索し

ます。

# iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.10.111:3260

5. ブロックストレージ（iSCSI）への接続（ログイン）

検索したブロックストレージ（iSCSI）のIPアドレスとイニシエータ名を使用してブロックストレージ（iSCSI）へ接続（ログ

イン）します。

a. ブロックストレージ（iSCSI）への接続（ログイン）
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# iscsiadm -m node -T iqn.1992-08.com.netapp:19d52676-7adc- 452a-8c41-3a4f78c796a5 -p
 192.168.10.111:3260,1026 –l
# iscsiadm -m node -T iqn.1992-08.com.netapp:19d52676-7adc- 452a-8c41-3a4f78c796a5 -p
 192.168.10.114:3260,1027 -l

b. ブロックストレージ（iSCSI）への接続確認（2つのパスがあることを確認）

# lsblk -S

6. マルチパスの設定

/etc/multipath.conf ファイルに以下を追加します。

defaults {
        user_friendly_names no
        find_multipaths yes
        flush_on_last_del yes
        max_fds max
        queue_without_daemon no
        dev_loss_tmo infinity
}

blacklist {
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^cciss.*"
}

devices {
    device {
        vendor              "NETAPP"
        product             "LUN.*"
        path_checker        "tur"
        features            "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
        uid_attribute       "ID_SERIAL"
        hardware_handler    "1 alua"
        prio                "alua"
        failback            "immediate"
        rr_weight           "uniform"
        path_selector       "service-time 0"
        }
}

ヒント

/etc/multipath.conf ファイルが存在しない場合は、/usr/share/doc/device-mapper-multipath-
x.x.x/multipath.conf ファイルをコピーして利用します。

7. マルチパスデーモンの起動

# systemctl start multipathd

8. マルチパスの起動

mpathconf --enable --with_multipathd y

9. マルチパスの作成および確認

# multipath -v2
# multipath -ll

10.ブロックストレージ（iSCSI）のマウント

任意のマウントポイントに、作成したブロックストレージ（iSCSI）のボリュームをマウントして利用します。

A.35.2 ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順（ESXi）
[対象リージョン：東日本第3／西日本第3]

ベアメタルサーバ（ESXi）でブロックストレージ（iSCSI）を利用するために必要な手順について説明します。

ベアメタルサーバ（ESXi）とブロックストレージ（iSCSI）の接続構成は、以下の図のとおりです。
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ヒント

ESXiサーバは、（Active／Stanby構成）で接続されるRHEL／CentOSサーバとは異なり、 iSCSI Port
Bindingを使用し、外部ストレージと冗長経路（Active／Active構成）で接続します。

図 118 : ベアメタルサーバ（ESXi）とブロックストレージ（iSCSI）の接続構成

最初にOS側の準備をします。WebGUI「vmware ESXi」を使用する方法で説明します。

例として、vmware ESXi 6.5の設定手順を説明します。

注

OSの種類やバージョンによって、ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順が異なる場合があります。

ブロックストレージ（iSCSI）の利用手順については、お客様が契約しているOSのサポートに問い合わせてくだ

さい。

1. iSCSI用仮想ネットワークの設定

a. 左ペイン「ナビゲーター」の 「ネットワーク」⇒「仮想スイッチ」タブ⇒「標準仮想スイッチの追加」タブを選択し、表

示された画面で以下を入力して「追加」をクリックします。

表 357 : 仮想スイッチの追加―アップリンクの追加

パラメタ 入力内容 例

vSwitch名 任意の名前 vSwitch1

アップリンク1 vmnicのプルダウンから選択 vmnic3

アップリンク2 vmnicのプルダウンから選択 vmnic4 

b. 「ネットワーク」⇒ 「ポートグループ」タブ⇒「ポートグループを追加します」タブを選択し、表示された画面で以下を

入力して「追加」をクリックします。
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表 358 : ポートグループの追加

パラメタ 入力内容 例

名前 ポートグループの名前（任意） iSCSI PortGrp 01

仮想スイッチ 作成済みの仮想スイッチの名前 vSwitch1

ヒント

同じ要領で、ポートグループ1を追加した仮想スイッチ（例：vSwitch1）に、ポートグルー

プ2（例：iSCSI PortGrp 02）を追加します。

c. 「ネットワーク」⇒ 「Vmkernel NIC」タブ⇒「Vmkernel NICの追加」タブを選択し、表示された画面で以下を入

力して「作成」をクリックします。

表 359 : Vmkernel NICの追加

パラメタ 入力内容 例

ポートグループ 作成済みのポートグループの名

前（任意）

iSCSI PortGrp 01

構成 「スタティック」を選択

アドレス 任意のIPアドレス 192.168.1.100

IPv4設定

サブネットマスク サブネットマスクアドレス 255.255.248.0

ヒント

同じ要領で、ポートグループ2（例：iSCSI PortGrp 02）にもそれぞれIPアドレス

（例：192.168.1.101）を設定します。なお、パラメタの"構成"、および"サブネットマスク"に指定する値

は、ポートグループ1と同じ、かつ固定です。

d. 「ネットワーク」⇒ 「ポートグループ」タブ⇒「例：iSCSI PortGrp 01」タブ⇒「設定の編集」を選択し、ポートグ

ループ1に対して物理NIC（例：vmnic3）を設定します。表示された画面で以下を入力して「保存」をクリックしま

す。

表 360 : ポートグループの編集

パラメタ 入力内容 例

フェイルオーバー順序の

オーバーライド

「はい」を選択NICチーミング

フェイルオーバー順序 操作対象のvmnic、および

操作を選択
操作対象：vmnic4

操作：未使用としてマーク

ヒント

同じ要領で、「ネットワーク」⇒ 「ポートグループ」タブ⇒「例：iSCSI PortGrp 02」タブ⇒「設定の編

集」を選択し、ポートグループ2に対して物理NIC（vmnic4）を設定します。 なお、パラメタの"フェイル

オーバー順序のオーバーライド"、および"フェイルオーバー順序"の操作に指定する値は、ポートグルー

プ1と同じ、かつ固定です。

2. ソフトウェアiSCSIアダプタの設定（有効化とiSCSIイニシエータ名の確認）

ソフトウェアiSCSIアダプタを有効化して、iSCSIイニシエータ名（IQN）を確認します。

左ペイン「ナビゲーター」の 「ストレージ」⇒「アダプタ」タブ⇒「Software iSCSI」タブを選択し、表示された画面で以

下を入力します。
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表 361 : iSCSIの設定

パラメタ 入力内容 例

iSCSIが有効です 「無効」から「有効」に変更

名前とエイリアス iSCSIイニシエータ名（IQN） iqn.1998-01.com.vmware:esxi-
test-0afcab3a

ヒント

パラメタの"iSCSIが有効です"の入力において、「有効」を選択すると、"名前とエイリアス"に「 iSCSIイニシ

エータ名（IQN）」が表示されます。その値を確認してください。

次に、ESXiサーバーで実施するブロックストレージ（iSCSI）の接続手順を説明します。各リソースに設定する値は、使

用しているシステムに合わせてください。

手順

1. 以下のAPIを実行し、ブロックストレージ（iSCSI）を作成します。

# export TOKEN="取得したトークン"
# export PROJECT_ID="プロジェクトID"
# export INITIATOR_IQNS="接続を許可するiSCSIイニシエータ名(IQN)"
# export IP_ADDRESS_PRIMARY="ブロックストレージ(iSCSI)のIPアドレス(プライマリ)"
# export IP_ADDRESS_SECONDARY="ブロックストレージ(iSCSI)のIPアドレス(セカンダリ)"
# export IP_SUBNET_MASK="サブネットマスク"
# export NAME="ブロックストレージ(iSCSI)の名前"
# export OS_TYPE="接続先ベアメタルサーバのOSタイプ"
# export SIZE="ブロックストレージ(iSCSI)の容量"
# export SNAPSHOT_SPACE_SIZE="スナップショット領域の容量"
# export SUBNET_ID="ブロックストレージ(iSCSI)を接続するサブネットのID"
# export TYPE="ストレージタイプ"
# curl -ks -X POST -H "X-Auth-Token:${TOKEN}" https://baremetal.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/iscsi/${PROJECT_ID}/storages/create -d
 '{"storage": {
"initiator_iqns": ["'${INITIATOR_IQNS}'"],
"ipv4_address_primary": "'${IP_ADDRESS_PRIMARY}'",
"ipv4_address_secondary": "'${IP_ADDRESS_SECONDARY}'",
"ipv4_subnet_mask": "'${IP_SUBNET_MASK}'",
"name": "'${NAME}'",
"os_type": "'${OS_TYPE}'",
"size_gb": '${SIZE}',
"snapshot_space_size_gb": '${SNAPSHOT_SPACE_SIZE}',
"subnet_id": "'${SUBNET_ID}'",
"type": "'${TYPE}'"
}}' | jq .

ヒント

"接続を許可するiSCSIイニシエータ名（IQN）" には、OS側の準備の 2で確認した 値を入力します。

2. API（ブロックストレージ（iSCSI）作成）のレスポンスでジョブIDを確認します。

idに表示されたジョブIDを確認します。

{
  "job": {
    "api_name": "Create a storage",
    "created_at": "2019-07-23T03:00:20.000Z",
    "id": 9294,
    "project_id": "565ae4fc42f04e76800a31cf03886b42",
    "request_parameter": {
    "storage": {
       ～省略～
      }
    },
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    "status": "EXECUTING"
  }
}

3. 以下のAPIを実行し、ブロックストレージ（iSCSI）の作成が完了した（status が"COMPLETED"である） ことを確

認します。

# export TOKEN="取得したトークン"
# export PROJECT_ID="プロジェクトID"
# export JOB_ID="ジョブID"
# curl -ks -X GET -H "X-Auth-Token:${TOKEN}" https://baremetal.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/iscsi/${PROJECT_ID}/jobs/${JOB_ID} | jq .

{
  "job": {
    "api_name": "Create a storage",
    "created_at": "2019-07-23T03:00:20.000Z",
    "ended_at": "2019-07-23T03:00:50.000Z",
    "id": 9294,
    "project_id": "565ae4fc42f04e76800a31cf03886b42",
    "request_parameter": {
    ～省略～
    },
    "started_at": "2019-07-23T03:00:25.000Z",
    "status": "COMPLETED"
  }
}

4. 以下のAPIを実行し、作成したブロックストレージ（iSCSI）を確認します。

# export TOKEN="取得したトークン"
# export PROJECT_ID="プロジェクトID"
# curl -ks -X GET -H "X-Auth-Token:${TOKEN}" https://baremetal.jp-
east-3.cloud.global.fujitsu.com/v1/iscsi/${PROJECT_ID}/storages | jq .

{
  "storages": [
 ～省略～
    {
      "created_at": "2019-07-23T03:01:10Z",
      "initiator_iqns": [
         "iqn.1998-01.com.vmware:esxi-test-0afcab3a"
      ],
      "ipv4_address_primary": "192.168.10.220",
      "ipv4_address_secondary": "192.168.10.221",
      "ipv4_subnet_mask": "255.255.255.0",
      "iqn": "iqn.1992-08.com.netapp:2833ce04-7d90-4aab-85c5-befa76b39c85",
      "name": "iscsi_test_storage_20190723_vmware",
      "os_type": “vmware",
      "project_id": "565ae4fc42f04e76800a31cf03886b42",
      "size_gb": 512,
      "snapshot_space_size_gb": 512,
      "snapshot_space_used_size_gb": 0,
      "subnet_id": "525f3ff7-b631-408c-be2a-2e3591359b17",
      "type": "medium",
      "id": "2833ce04-7d90-4aab-85c5-befa76b39c85"
    },
 ～省略～
  ]
}

再びOS側の設定をします。WebGUI「vmware ESXi」を使用する方法で説明します。

注

シングルパスでは可用性が保証されないため、マルチパスを設定してください。

1. ソフトウェアiSCSIアダプタの設定（ポートバインドとターゲットの設定）

左ペイン「ナビゲーター」の 「ストレージ」⇒「アダプタ」タブ⇒「Software iSCSI」タブを選択し、表示された画面で以

下を入力して「設定の保存」をクリックします。
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表 362 : iSCSIの設定

パラメタ 入力内容 例

ネットワークポートのバ

インド

「ポートバインドの追加」をク

リック

「vmk1」、および「vmk2」を選択

固定ターゲット 作成したブロックストレージ（

iSCSI）のIPアドレス（プライマ

リ と セカンダリ）

表 363 : 固定ターゲットの追加

ターゲット アドレス ポート

作成したブロッ

クストレージ（

iSCSI）のIQN

IPアドレス（プラ

イマリ）

3260

作成したブロッ

クストレージ（

iSCSI）のIQN

　IPアドレス（セ

カンダリ）

3260

2. マルチパスの設定

a. マルチパスが作成されたことを確認します。

# esxcli storage nmp path list
  iqn.1998-01.com.vmware:esxi-
test-0afcab3a-00023d000001,iqn.1992-08.com.netapp:sn.97204fb8e6f81e8ab4f00a098b31690:
vs.1641,t,1027-naa.600a09803838043504d3f4d5130382f6f
    Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L0
    Device: naa.600a09803838043504d3f4d5130382f6f
    Device Display Name: NETAPP iSCSI Disk (naa.600a09803838043504d3f4d5130382f6f)
    Group State: active unoptimized
    Array Priority: 0
    Storage Array Type Path Config:
 {TPG_id=1000,TPG_state=ANO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
    Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
 configuration.

～略～

  iqn.1998-01.com.vmware:esxi-
test-0afcab3a-00023d000002,iqn.1992-08.com.netapp:sn.97204fb8e6f81e8ab4f00a098b31690:
vs.1641,t,1028-naa.600a09803838043504d3f4d5130382f6f
    Runtime Name: vmhba64:C1:T0:L0
    Device: naa.6003005702920b1021f2160a1e1fccd4
    Device Display Name: Local FTS Disk (naa.6003005702920b1021f2160a1e1fccd4)
    Group State: active
    Array Priority: 0
    Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=2,RTP_health=UP}
    Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
 configuration.

b. マルチパスのパス選択ポリシーおよび I/O の中断を回避します。

1）マルチパスのパス選択ポリシーの設定

# esxcli storage nmp device set --device naa.600a0980383043504d3f4d5130382f6f --psp
 VMW_PSP_RR

2）マルチパスのパス選択ポリシーの設定確認

# esxcli storge nmp device list --device naa.600a0980383043504d3f4d5130382f6f
  naa.600a0980383043504d3f4d5130382f6f
    Device Display Name: NETAPP ISCSI Disk (naa.600a0980383043504d3f4d5130382f6f)
    Storage Array Type: NMW_SATP_ALUA
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    Storage Array Type Device Config: {inplicit_support=on; explicit_support=off;
 explicit_allow=on; alua_followover=on; action_OnRetryErrors=off;
 {TPG_id=1001,TPG_state=AO}{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}}
    Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
    Path Selection Policy Device Config:
 {policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
 NumIOsPending=0,numBytesPrnding=0}
    Path Selection Policy Device Custom Config: 
    Working Paths: vmhba64:C1:T0:L0
    Is USB: false

3）I/O の中断を回避するための設定

# esxcli storage core device set --device naa.600a0980383043504d3f4d5130382f6f --
queue-full-sample-size 32 --queue-full-threshold 8

4）I/O の中断を回避するための設定確認

# esxcli storage core device list --device naa.600a0980383043504d3f4d5130382f6f 
   naa.600a0980383043504d3f4d5130382f6f 
 ～省略～
   Queue Full Sample Size: 32 
   Queue Full Threshold: 8 
 ～省略～

3. VMFSストレージパフォーマンス設定

a. VMFS ストレージパフォーマンスを高速化します。

1）VMFS3.HardwareAcceleratedLocking の値を 1 に設定

# esxcli system settings advanced set --int_value 1 --option /VMFS3/
HardwareAcceleratedLocking

2）設定値の確認

# esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking

b. 下記を防ぐために、領域解放に使用する UNMAP コマンドを無効にします。

• Storage vMotion または仮想マシンのスナップショット作成中のシステムパフォーマンス低下

• Storage vMotion または仮想マシンのスナップショット作成失敗、またはタイムアウト

1）VMFS3.enableBlockDelete の値を 0 に設定

# esxcli system settings advanced set --int-value 0 --option /VMFS3/EnableBlockDelete

2）設定値の確認

# esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/EnableBlockDelete
   Path: /VMFS3/EnableBlockDelete
   Type: integer
   Int Value: 0
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable VMFS block delete

4. ゲストOSごとのタイムアウト設定

以下のコマンドを実行して、ゲスト OS のディスクタイムアウト値を設定します。

• RHEL 7.x のディスクタイムアウト値設定

以下のコマンドを実行して、ディスクタイムアウト値を60秒に設定します。

# ACTION=="add", SUNSYSTEMS=="scsi", ATTRS{VENDOR}=="VMware ",RUN+="/bin/sh -c 'echo
 60 >/sys$$DEVPATH/timeout'"
# ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{VENDOR}=="NETAPP ",ATTRS{MODEL}=="LUN ",RUN
+="/bin/sh/ -c 'echo 60>/sys$$DEVPATH/timeout'
# ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{VENDOR}=="NETAPP ",ATTRS{MODEL}=="LUN C-
Mode ",RUN+="/bin/sh -c 'echo 60 >/sys$$DEVPATH/timeout'

• Windowsのディスクタイムアウト値設定
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regeditコマンドを実行して、ディスクタイムアウト値を60秒に設定します。以下のレジストリキーを60(x03c) に設

定します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Disk\TimeOutValue

5. ブロックストレージ（iSCSI）のマウント

任意のマウントポイントに、作成したブロックストレージ（iSCSI）のボリュームをマウントして利用します。

A.36 仮想サーバタイプ UM4-4S.d および L4-30S.d の利用申請方
法

[対象リージョン：西日本第3]

仮想サーバタイプ UM4-4S.d および L4-30S.d の利用申請方法について説明します。

サービス提供範囲

仮想サーバタイプ UM4-4S.d および L4-30S.d は、ガバメントクラウドサービスの共用型サービスの契約者にだけ提供

されます。本サービスを利用するには事前申請が必要です。以下の申請フォーマットに従って必要事項を記入し、ヘル

プデスクまで連絡してください。

依頼内容：仮想サーバタイプ UM4-4S.d・L4-30S.d 利用申請
契約番号：xxxxxxxx（8桁）
プロジェクトID：
projectID1（32桁）
projectID2（32桁）
　…
projectIDn（32桁）
希望納期：YYYY/MM/DD

注

• 仮想サーバタイプについては、UM4-4S.d と L4-30S.d の両方をまとめた一括申請だけを受け付けます。

どちらか一方の仮想サーバタイプを申請することはできません。

• 申請フォーマットの "依頼内容" については、必ず以下の記述を指定してください。

依頼内容：仮想サーバタイプ UM4-4S.d・L4-30S.d 利用申請

納期について

対象の仮想サーバタイプは、専用の物理ホストを確保して提供しています。

物理ホストの空きが十分な場合、不備のない申請を受け付け後、10営業日後に利用を開始することができます。一

方、物理ホストの空きが不足している場合には、物理ホストの確保等により、利用開始までに6か月以上かかる場合が

あります。
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用語集

用語集

 APIエンドポイント
クライアントが API にアクセスするための通信の接続先です。

 CIDR表記
IPアドレスとサブネットマスクを両方を示す表記方法です。例えば、サブネットマスクが　「255.255.255.0」の場合は

「/24」と表記します。例：192.168.10.xxx/24

 Cloudbase-init
Windows Server用のスクリプト機能提供ソフトウェアです。仮想サーバやシステムストレージの設定を容易にするため

のオープンソースパッケージです。

 CNAME
「Canonical NAME」（正規名）の略称で、ホストの別名と正式名を対応づけるDNSレコードです。

 DEX
「Digital enhanced Exchange」の略称で、IaaS環境とユーザーが別途契約しているホスティング環境やオンプレミス

環境などの間の閉域接続機能、およびポートを提供するサービスです。

 DNS
「Domain Name System」の略称で、IPアドレスとドメイン名を対応付けて管理・運用するためのシステムです。

 DNSSEC
DNSセキュリティ拡張「DNS SECurity Extensions」の略称で、DNSサーバから受信したDNS応答が「正しい（改ざ

んがない）」ということを受信側で検証できる仕組みです。

 DNSキャッシュサーバ・リゾルバー
DNSキャッシュサーバは、利用者からドメイン名の問合せを受けるとDNSサーバに問い合わせて返答するサーバで

す。DNSリゾルバーは、DNSサーバにドメイン名に対応するIPアドレスを問い合わせたり、IPアドレスに対応するドメイン

名を問い合わせたりするソフトウェアです。

 FQDN
完全修飾ドメイン名 「Fully Qualified Domain Name」の略称で、DNS（Domain Name System）などのホスト

名、ドメイン名（サブドメイン名）などすべてを省略せずに指定した記述形式のことです。



 Fromアドレス（Envelope FromとHeader From）
メールの送信元アドレスのことで、Envelope FromとHeader Fromの2つがあります。Envelope Fromはメール受信

ボックスに表示される「差出人」に相当し、Header Fromはメールを受信した際に、「差出人」欄に表示されている送信

元アドレスです。

 Hyper-Threading
CPUの1つのコアに並行して複数のスレッドを実行させる技術です。OSからは疑似的に複数のコアがあるように見えて

動作します。

 I/O
「Input/Output」の略称で、データや信号を外部から入力したり、外部に出力したりすることです。

 IOPS
ディスクが1秒あたりに処理できるI/Oアクセスの数のことです。「IOPS=1 / (平均アクセス時間+データ転送時間)」で計

算されます。

 IPsec
「IP Security」の略称で、VPN（Virtial Private Network）を構築するためのセキュリティプロトコルです。

 IPsec VPN
暗号化にIPパケットを利用したリモートアクセスVPNです。IPsec単体で暗号化が完結されるため、セキュリティ性の高

い接続方式です。

 IPsecサイトコネクション
IPsec VPN機能の一部で、対向IPsecゲートウェイとの接続に使用します。

 NAT機能
プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する機能です。ネットワークからFJcloud-O以外のネットワークに向

けて通信ができるSNATと、FJcloud-O以外のネットワークからネットワークに向けての通信ができるDNATがあります。

 NFS
「Network File System」の略称で、UNIXで使用されるファイルシステムの1つです。

 NFSクライアント
NFSサーバのストレージにアクセスして利用するコンピュータのことです。



 nicsパラメーター
データベースを作成するためのリクエストパラメーターの1つで、ネットワークインターフェースの情報を取得してnicを指定し

ます。

 NMI
「Non-Maskable Interrupt」の略称で、CPUに現在実行中の処理を一時中断させ、制御命令で抑止（マスク）でき

ない強制的な割り込み処理のことです。

 NTPサーバ
「Network Time Protocol」の略称で、正しい時刻情報を取得・配信するサーバです。

 Path MTU Discovery機能
1回のデータ転送で送信可能なIPデータグラムの最大値（MTU）を自動調整する機能です。

 PTRレコード
IPアドレスに対応するFQDN（省略されていないドメイン名）を指定するDNSレコードの1つです。 ドメイン名の逆引き

に、PTRレコードの情報が使われます。

 RBACポリシー
RBAC（ロール ベース アクセス制御）は、付与されたロールに応じて操作を実行する許可が割り当てられる仕組みで

す。RBACポリシーは、そのルールのことをいいます。

 SMTP
「Simple Mail Transfer Protocol」の略称で、インターネットでメール送信に使用されるプロトコルです。メールサーバー

間のメールのやり取りや、メールサーバーにメールを送るときなどに使われます。

 SOAレコード
DNSで定義されるゾーンを管理するための情報のことです。SOAレコードには、シリアル番号、データ更新チェックの間

隔、リトライ間隔などを記載します。

 SPF
「Sender Policy Framework」の略称で、電子メールの送信元をチェックするための仕組みです。送信元サーバ

のDNSを利用して、送信元を偽ったなりすましメールを検出できます。



 SSL-VPN
暗号化にSSLを利用したリモートアクセスVPNです。リモートアクセス端末とVPN装置間で直接暗号化通信ができるた

め、外部からのリモートアクセスに向いています。

 TXTレコード
ホスト名に関連付けるテキスト情報（文字列）を定義するレコードのことでDNSのリソースの一種です。

 UUID
「Universally Unique Identifier」の略称で、世界で一意となるオブジェクト固有の識別子です。

 VLAN（Virtual LAN）
1つのネットワークを物理的なグループとは別に、論理的に区切ってまとめたグループを設定して、仮想的なネットワークを

構成する技術です。

 WSUSサーバ
「Windows Server Update Services」の略称で、マイクロソフト社が提供する同社製品の更新プログラムの適用を

制御して配信するサーバです。

 yumリポジトリミラーサーバ
ソフトウェアのパッケージを管理するyum（Yellowdog Updater Modified）が利用するリポジトリサーバと同様のデータや

アクセス権を複製したサーバです。

 アーカイブストレージ
バックアップデータを長期（年単位）に保管するシステムや装置のことです。

 アベイラビリティゾーン（AZ）
データセンター設備やサービス提供用設備などの物理的な施設を共有する単位です。

 イメージ
配備済の仮想サーバより固有情報を削除したひな形です。ひな形を利用して容易に仮想サーバを複製できます。

 オートスケール
システム負荷などの条件に従って、仮想サーバの増減を自動的に制御する機能です。



 オブジェクトストレージ
更新の頻度が少なく、長期的に保存するデータを格納するためのストレージです。オブジェクト（コンテンツとメタデータか

らなる）単位で分割保存するストレージです。

 外部ネットワーク
インターネットに接続するためにIaaS側で用意したネットワークです。

 カスタムメーター
利用者が独自の監視項目を登録しモニタリングする機能です。

 仮想サーバインポート（仮想環境間移行）
お客様のオンプレミス仮想環境で動作している仮想サーバを、 IaaSへ移行する機能です。お客様で採取していただい

たイメージファイルを、IaaSで利用可能なイメージファイルとして登録する機能を提供します。

 仮想サーバサービス
必要に応じて柔軟にサーバを利用できるサービスです。様々な OS、CPU、およびメ モリの組み合わせを選択でき、

ポータルや API を利用してオンデマンド・セルフサービスでサーバを作成できます。

 仮想ネットワーク
仮想サーバなどのリソースが通信するための仮想的なネットワークで、サブネットに対応して作られます。

 仮想ルータ
外部ネットワークと内部ネットワーク、または内部ネットワーク同士を接続する機能です。

 ガバメントクラウド
中央省庁および関連機関向けの情報システムを、クラウド上に構築するサービスです。

 完全バックアップ
データをバックアップするための手法の1つで、すべてのデータをバックアップします。1回のリストアですべてのデータを復元で

きますが、データ量が多くなるとバックアップに時間がかかります。

 キーペア
仮想サーバへSSHでログインする場合や、Windowsのランダムパスワードを暗号化するために使われる公開鍵と秘密

鍵の組み合わせです。仮想サーバには公開鍵のみが登録されます。



 共有プロトコル
他のサーバとファイルを共有する際に利用するプロトコルのことです。相互に同じプロトコルに対応していれば、ファイル転

送、および共有を行うことができます。

 サブネット
ネットワークの論理分割単位です。配備されるリソースに対してプライベートIPアドレスの管理、DHCP機能、ルーティン

グ管理などを提供します。

 システムストレージ
OSを起動するためのシステム領域です。

 スケーリング
要求される処理量に応じて、仮想サーバを増強したり縮減したりすることです。仮想サーバ1台に対して、メモリ

やCPUを増減することを、スケールアップ/スケールダウンといいます。また、複数の仮想サーバを増減することを、スケール

アウト/スケールインといいます。

 スナップショット
ブロックストレージの状態をあるタイミングで抜き出したもので、バックアップなどに利用することが可能です。

 セキュリティグループ
仮想サーバに接続されたポートに対してパケットフィルタリングを行うルールをグルーピングする機能です。

 専有仮想サーバ
契約番号（ドメイン）単位で専用の物理ホストプールを確保した仮想サーバです。

 専有ブロックストレージ
契約番号（ドメイン）単位で専用の物理ストレージプールを確保し、ブロックストレージを専有して配備する機能です。

 増設ストレージ
データの記憶領域を拡張するためのストレージです。

 増分バックアップ
データをバックアップするための手法の1つで、前回のバックアップ後に更新されたデータだけをバックアップします。リストアす

る場合は、完全バックアップしたデータと、その後に増分バックアップしたデータすべてを使ってファイルを戻す必要がありま

す。



 トークン
API操作を行う場合に必要な認証情報です。

 ドメイン
IaaSの契約の単位を示すもので、DNSのドメイン名とは異なる単位です。

 内部ネットワーク
利用者によって作成される仮想サーバを配備する仮想ネットワークです。仮想ルータに接続されます。

 ネットワークコネクター（NWC）
アベイラビリティゾーンを越えたネットワーク同士（アベイラビリティゾーン間やオンプレミス環境との接続など）を接続するた

めの機能で、各ネットワーク同士はコネクターエンドポイントを通して通信が行われます。

 バケットアクセスポリシー
オブジェクトストレージ [S3互換]のバケットとオブジェクトに対するアクセス権を付与するために使用する、ポリシーオプショ

ンです。

 ファイアーウォールサービス
仮想ルータに対してパケットフィルタを設定するサービスです。

 フェイルオーバ
サービス提供環境でハードウェアトラブルなどが生じた場合、自動的に他のハードウェアでサービスを再開する仕組みで

す。

 プライベートリソースサービス
パブリッククラウド内に物理的に分離された仮想サーバおよびブロックストレージを、お客様専有リソースとして提供する

サービスです。

 プライベートリソースモニタリング
プライベートリソースは、サーバの一部を専有できる環境のことです。このリソースを監視することを「プライベートリソースモ

ニタリング」と言います。

 フローティングIP
仮想リソースにインターネットからアクセスするためのグローバルIPアドレスのことです。グローバルIPアドレスを取得して、フ

ローティングIPとして仮想リソースに割り当てて利用します。



 プロキシサーバ
内部ネットワークからインターネット接続を行う際、高速なアクセスや安全な通信などを確保するための中継サーバのこと

です。

 プロジェクト
ドメイン内で仮想リソースの管理を分割し、ユーザやグループ毎に異なる操作権限（ロール）を設定できる単位です。

 ブロックストレージ
仮想サーバのシステムディスクや増設ディスクとして使用するためのストレージです。ブロックストレージには、OSを格納す

るシステムストレージ、データを格納する増設ストレージ、および契約番号（ドメイン）単位の専有ブロックストレージがあり

ます。

 ポート
仮想サーバなどリソースをネットワークに接続するため、IPアドレスとの関連付けを行うネットワークインターフェースです。

 ラウンドロビン
トラフィックを均等に仮想サーバへ振り分ける機能です。各仮想サーバで処理するリクエストの数が均等になるため、仮

想サーバの負荷も均等になります。

 リージョン
国内における東西、南北など地域的に隔離された単位です。

 リレーショナルデータベース
データを行と列によって構成された表形式で管理し、複数の表の関係を定義したデータベースです。「RDB」と略しま

す。

 リンクアグリゲーション
複数の回線で機器同士をつないだものを仮想的に1本の回線として運用し、通信速度や故障に対する強度を向上さ

せる技術です。

 レプリケーション
複数のサーバ間でデータを複製することです。複製されたデータがリアルタイムに更新されることでシステムの高可用性を

実現します。



 ロードバランサー
インターネットから仮想サーバへのトラフィック、またはプライベートネットワーク内のトラフィックを分散する機能です。
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