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VMware WorkSpac

AWS Application Discovery Service 
の概要

AWS Application Discovery Serviceオンプレミスサーバーに関する使用状況と設定のデータを収集するこ
とで、AWSクラウドへの移行を計画できます。Application Discovery ServiceAWS Migration Hub と統合さ
れています。これは移行ステータス情報を単一のコンソールに集約するため、移行の追跡が簡素化されま
す。ホームリージョン内の Migration Hub コンソールから、検出されたサーバーを表示し、それらをアプ
リケーション別に分類して、各アプリケーションの移行ステータスを追跡することができます。

検出されたすべてのデータは、AWS Migration Hubホームリージョンに保存されます。このため、検出お
よび移行アクティビティを実行する前に、Migration Hub コンソールで、または CLI コマンドを使用して、
ホームリージョンを設定する必要があります。データは、Microsoft Excel、または Amazon Athena および 
AmazonAWS などの分析ツールでの分析のためにエクスポートできます QuickSight。

Application Discovery Service API を使用して、検出されたサーバーのシステムパフォーマンスと使用率
データをエクスポートできます。このデータをコストモデルに入力して、AWSそれらのサーバーの運用コ
ストを計算します。さらに、サーバー間に存在するネットワーク接続に関するデータをエクスポートでき
ます。この情報により、サーバー間のネットワーク依存関係を確認し、サーバーをアプリケーションとし
てグループ化して、移行計画に役立てることができます。

Note

データはホームリージョンに保存されるため、AWS Migration Hub検出プロセスを開始する前
に、ホームリージョンを設定する必要があります。ホームリージョンの使用の詳細については、
「」を参照してください。

Application Discovery Service は、オンプレミスサーバーを検出してそれらに関するデータを収集する方法
を 2 つ提供します。

• エージェントレス検出は、VMware vCenter を通じて、Application Discovery Service Agentless コレク
ター (Agentless コレクター) をデプロイすることによって実行できます。エージェントレスコレクター
が設定されると、vCenter に関連付けられている仮想マシン (VM) とホストを特定します。Agentless コ
レクターは、サーバーホスト名、IP アドレス、MAC アドレス、ディスクリソースの割り当てといった
静的設定データを収集します。さらに、VM ごとに使用状況データを収集し、CPU、RAM、ディスク I/
O などのメトリクスの平均とピークの使用率を計算します。

• エージェントベース検出は、VM と物理サーバーのそれぞれにAWS Application Discovery Agent をデプ
ロイすることによって実行できます。エージェントのインストーラは Windows および Linux オペレー
ティングシステムで使用できます。これにより、静的な設定データ、詳細な時系列のシステムパフォー
マンス情報、着信/発信のネットワーク接続、および実行中のプロセスが収集されます。

Application Discovery Service、AWSパートナーネットワーク (APN) パートナーのアプリケーションディ
スカバリーソリューションと統合します。これらのサードパーティソリューションを使用すると、エー
ジェントレスコレクターまたはDiscovery Agent を使用せずに、オンプレミス環境の詳細情報を Migration 
Hub に直接インポートできます。サードパーティのアプリケーション検出ツールは、AWS Application 
Discovery Service クエリを実行でき、パブリック API を使用してApplication Discovery Service データ
ベースに書き込むことができます。このようにして、Migration Hub にデータをインポートして表示できる
ため、アプリケーションをサーバーに関連付けたり、移行を追跡したりできます。

VMware WorkSpac
VMware vCenter 環境で実行されている仮想マシン (VM) がある場合は、エージェントレスコレクターを使
用すると、各 VM にエージェントをインストールしなくてもシステム情報を収集できます。代わりに、こ

1

https://docs.aws.amazon.com/migrationhub/latest/ug/home-region.html
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub/latest/ug/home-region.html


AWS Application Discovery Service ユーザーガイド
エージェントレスコレクタとディ

スカバリーエージェントの比較

のオンプレミスアプライアンスを vCenter 内にロードし、このアプライアンスですべてのホストと VM を
検出することを許可します。

Agentless コレクターは、使用されているオペレーティングシステムを問わず、vCenter で実行されている
各 VM のシステムパフォーマンス情報とリソース使用率をキャプチャします。ただし、各 VM の「内部を
見る」ことはできません。したがって、各 VM で実行されているプロセスや使用されているネットワーク
接続を判断することはできません。したがって、移行の計画を補助するためにこのレベルの詳細情報が必
要で、既存の VM の一部を精査したいという場合は、必要に応じて Discovery Agent をインストールでき
ます。

また、VMware でホストされている VM については、エージェントレスコレクターとDiscovery Agent の両
方を使用して検出を同時に実行できます。各検出ツールで収集される正確なデータタイプの詳細について
は、「エージェントレスコレクタによって収集されたデータ (p. 32)」と「ディスカバリーエージェント
によって収集されたデータ (p. 17)」を参照してください。

エージェントレスコレクタとディスカバリーエー
ジェントの比較

以下の表は、Application Discovery Service データ収集ツールの簡単な比較です。

エージェントレスコレクター Discovery Agent

Supported server types

VMware 仮想マシン はい はい

物理サーバー いいえ はい

Deployment

サーバーごと いいえ はい

vCenter ごと はい いいえ

Collected data

静的な設定データ Yes Yes

VM 使用率メトリクス Yes No

時系列のパフォーマンス情報 No Yes (Export only)

ネットワーク着信/発信接続 No Yes (Export only)

実行中のプロセス No Yes (Export only)

サポートされる OS Any OS running in VMware 
WorkSlack V5.5+

サポートされる Linux および 
Windows オペレーティングシ
ステムのリストについては、
「Discovery Agent の前提条
件 (p. 7)」を参照してくださ
い。

前提
Application Discovery Service の使用は、以下を前提としています。
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• AWS へのサインアップが完了している。詳細については、「Application Discovery Service (p. 4)」
を参照してください。

• Migration Hub ホームリージョンの選択が完了している。詳細については、ホームリージョンに関するド
キュメントを参照してください。

期待する内容は次のとおりです。

• Migration Hub ホームリージョンは、Application Discovery Service が検出データと計画データを保存す
る唯一のリージョンです。

• Discovery Agent、Connector、およびインポートは、選択された Migration Hub ホームリージョンのみ
で使用できます。

• Application Discovery ServiceAWS を使用できるリージョンのリストについては、を参照してくださ
いAmazon Web Services 全般のリファレンス。
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Application Discovery Service
AWS Application Discovery Service を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してくだ
さい。

アマゾン ウェブ サービスにサインアップ (p. 4)
IAM ユーザーを作成する (p. 4)
Migration Hub コンソールにサインインし、ホームリージョンを選択します (p. 5)

アマゾン ウェブ サービスにサインアップ
以下がない場合は、以下のステップを実行して AWS アカウント を作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

IAM ユーザーを作成する
AWS アカウントを初めて作成するときは、アカウント内のすべての AWS のサービスとリソースに対し
て完全なアクセス権限を持つシングルサインイン ID を取得します。このアイデンティティは、AWS ア
カウントのルートユーザーと呼ばれます。アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワード
でサインインすると、アカウント内のすべてのAWSリソースへのフルアクセスが許可されます。AWS 
Management Console

日常的なタスクには (それが管理タスクであっても)、ルートユーザーを使用しないよう強くお勧めしま
す。その代わりに、セキュリティベストプラクティスである個々の IAM ユーザーの作成に従って、AWS 
Identity and Access Management (IAM) 管理者ユーザーを作成します。その後、ルートユーザーの認証情
報を安全な場所に保管し、それらを使用して少数のアカウントおよびサービス管理タスクのみを実行しま
す。

管理者ユーザーの作成に加えて、管理者以外の IAM ユーザーも作成する必要があります。以下のトピック
では、両タイプの IAM ユーザーを作成する方法を説明します。

トピック
• IAM 管理者ユーザーの作成 (p. 5)
• 管理者以外の IAM ユーザーの作成 (p. 5)
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IAM 管理者ユーザーの作成
デフォルトで、管理者アカウントは Application Discovery Service へのアクセスに必要なすべてのポリ
シーを継承します。

管理者ユーザーを作成する

• AWS アカウントで管理ユーザーを作成します。手順については、IAM ユーザーガイドの「最初の 
IAM ユーザーと管理者グループの作成」を参照してください。

管理者以外の IAM ユーザーの作成
管理者以外の IAM ユーザーを作成するときは、セキュリティベストプラクティスである最小特権の付与に
従って、ユーザーに最小限の許可を付与します。

IAM マネージドポリシーを使用して、管理者以外の IAM ユーザーによる Application Discovery Service 
へのアクセス権のレベルを定義します。Application Discovery Service マネージドポリシーについては、
「AWS の AWS Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91)」を参照してください。

管理者以外の管理者以外に作成

1. でAWS Management Console IAM コンソールコンソールコンソールコンソールコンソールコンソー
ルコンソールコンソールコンソールコンソールコンソールコンソールコンソールコンソールコンソー
ルコンソール

2. IAM ユーザーガイドの「AWSアカウントに IAM ユーザーを作成する」で説明されているように、コ
ンソールでユーザーを作成する手順に従って、管理者以外の IAM ユーザーを作成します。

IAM ユーザーガイドの指示に従いながら:

• アクセスの種類を選択する手順で、[プログラムによるアクセス] を選択します。注:推奨され
ませんが、コンソールへのアクセスに同じ IAM ユーザー認証情報を使用する予定の場合にの
み、AWSAWS管理コンソールアクセスを選択してください。

• 「権限の設定」ページの手順で、「既存のポリシーをユーザーに直接添付する」オプションを選
択します。次に、ポリシーのリストからApplication Discovery Service マネージド IAM ポリシー
を選択します。Application Discovery Service マネージドポリシーについては、「AWS の AWS 
Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91)」を参照してください。

• ユーザーのアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を確認する手順では、
ユーザーの新しいアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存することについ
ての重要な注意事項のガイダンスに従ってください。

Migration Hub コンソールにサインインし、ホーム
リージョンを選択します

AWS Migration HubAWS使用しているアカウントでホームリージョンを選択する必要がありますAWS 
Application Discovery Service。

ホームリージョンを選択するには

1. AWSアカウントから、AWS Management Consoleにサインインし、https://console.aws.amazon.com/ 
migrationhub/ で MMigration Hub コンソールコンソールを開きます。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインで、[設定] を選択し、ホームリージョンを選択しま
す。
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Migration Hub にサインインして、

ホームリージョンを選択してください

Migration Hub のデータは、発見、計画、および移行の追跡を目的として、お客様のホームリージョン
に保存されます。詳細については、「Migration Hub ホームリージョン」を参照してください。
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AWS Application Discovery Agent
AWSApplication Discovery Agent (Discovery Agent) は、検出と移行の対象となるオンプレミスサーバー
と VM にインストールするソフトウェアです。エージェントは、システム設定、システムパフォーマン
ス、実行中のプロセス、およびシステム間のネットワーク接続の詳細をキャプチャします。エージェント
は、Linux および Windows オペレーティングシステムの大半をサポートし、物理的なオンプレミスサー
バー、Amazon EC2 インスタンス、および仮想マシンにデプロイできます。

Note

Discovery Agent をデプロイする前に、Migration Hub ホームリージョンを選択する必要がありま
す。ホームリージョンにはエージェントを登録する必要があります。

Discovery Agent はローカル環境で実行され、root 権限を必要とします。Discovery Agent を起動すると、
ホームリージョンにセキュアに接続され、Application Discovery Service に登録されます。

• 例えば、eu-central-1 がホームリージョンである場合、arsenal-discovery.eu-
central-1.amazonaws.com が Application Discovery Service に登録されます。

• または、us-west-2 を除く他のすべてのリージョンで、必要に応じてホームリージョンが置き換えられ
ます。

• us-west-2 がホームリージョンである場合は、arsenal.us-west-2.amazonaws.com が 
Application Discovery Service に登録されます。

仕組み

登録後、エージェントはデプロイ先のホストまたは VM のデータの収集を開始します。エージェント
は、15 分間隔で設定情報について Application Discovery Service を ping します。

収集されるデータには、システム仕様、時系列の使用状況やパフォーマンスのデータ、ネットワーク接
続、処理データなどが含まれます。この情報を使用して IT アセットとネットワーク依存関係をマッピング
できます。これらのすべてのデータポイントは、これらのサーバーを AWS で実行する場合のコストを算
定したり、移行を計画したりするのに役立ちます。

データは、Discovery Agent が Transport Layer Security (TLS) 暗号化を使用して Application Discovery 
Service にセキュアに転送します。エージェントは、新しいバージョンが利用可能になると自動的にアッ
プグレードするように設定されています。必要に応じて、この設定は変更できます。

Tip

Discovery Agent をダウンロードしてインストールを開始する前に、「Discovery Agent の前提条
件 (p. 7)」に記載されているすべての必須前提条件に目を通しておくようにしてください。

トピック
• Discovery Agent の前提条件 (p. 7)
• Linux にDiscovery Agent をインストールする (p. 8)
• Windows に をインストールする (p. 13)
• ディスカバリーエージェントによって収集されたデータ (p. 17)
• Discovery Agent のデータ収集を開始または停止する (p. 19)

Discovery Agent の前提条件
以下は、AWS Application Discovery Agent (Discovery Agent) を正常にインストールすために実行する必要
がある前提条件とタスクです。
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• Discovery Agent をインストールする前にAWS Migration Hubホームリージョンを設定する必要がありま
す。

• 1.x バージョンのエージェントがインストールされている場合は、最新バージョンをインストールする
前に削除する必要があります。

• エージェントがインストールされているホストが Linux を実行している場合は、ホストが少なくともイ
ンテル i686 CPU アーキテクチャ (P6 マイクロアーキテクチャとしても知られています) をサポートする
ことを確認します。

• 使用しているオペレーティングシステム (OS) 環境がサポートされていることを確認します。
Linux

Amazon Linux 2012.03、2015.03
Amazon Linux 2 (2018 年 9 月 25 日更新以降)
Ubuntu 12.04、14.04、16.04、18.04、20.04
Red Hat Enterprise Linux 5.11、6.10、7.3、7.7、8.1
CentOS 5.11、6.9、7.3
SUSE 11 SP4、12 SP5

Windows
Windows Server 2003 R2 SP2
Windows Server 2008 R1 SP2、2008 R2 SP1
Windows Server 2012 R1、2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019

• ネットワークからの発信接続が制限されている場合は、ファイアウォール設定を更新する必要がありま
す。エージェントには、TCP ポート 443 を介した arsenal へのアクセスが必要です。着信ポートを開
く必要はありません。

たとえば、ホームリージョンが eu-central-1 の場合、https://arsenal-discovery.eu-
central-1.amazonaws.com:443 を使用できます。

• 自動アップグレードを機能させるには、ホームリージョン内の Amazon S3 へのアクセスが必要です。
• コンソールで AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成し、既存の
AWSApplicationDiscoveryAgentAccess IAM マネージドポリシーをアタッチします。このポリ
シーにより、ユーザーはお客様に代わって必要なエージェントアクションを実行できます。管理ポリ
シーの詳細については、「AWS の AWS Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91)」を参照
してください。

• ネットワークタイムプロトコル (NTP) サーバーからの時刻のずれを確認し、必要に応じて修正します。
時刻の同期が正しくないと、エージェント登録コールが失敗します。

Note

Discovery Agent には 32 ビットのエージェント実行可能ファイルがあり、32 ビットと 64 ビッ
トのオペレーティングシステムで動作します。実行可能ファイルを 1 つにすることで、デプロイ
に必要なインストールパッケージの数が減ります。この実行可能エージェントは、Linux および 
Windows OS で動作します。これについては、以降のそれぞれのインストールセクションで説明
します。

Linux にDiscovery Agent をインストールする
Linux で次の手順を完了します。この手順を開始する前に、Migration Hub ホームリージョンが設定されて
いることを確認してください。
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Note

以前の Linux バージョンを使用している場合は、「古い Linux プラットフォームの要
件 (p. 11)」を参照してください。

データセンターに AWS アプリケーション検出エージェントをインストールするには

1. Linux ベースのサーバーまたは VM にサインインし、エージェントコンポーネントを格納するための
新しいディレクトリを作成します。

2. 新しいディレクトリに切り替え、コマンドラインまたはコンソールからインストールスクリプトをダ
ウンロードします。

a. コマンドラインからダウンロードするには、次のコマンドを実行します。

curl -o ./aws-discovery-agent.tar.gz https://s3-us-west-2.amazonaws.com/aws-
discovery-agent.us-west-2/linux/latest/aws-discovery-agent.tar.gz

b. Migration Hub コンソールからダウンロードするには、以下の手順を実行します。

i. コンソールを開いて、[Discovery Tools (検出ツール)] ページに移動します。
ii. [Discovery Agent (検出エージェント)] ボックスで、[Download agent (エージェントのダウン

ロード)] を選択し、表示されたリストボックスで [Linux] を選択します。ダウンロードがすぐ
に開始されます。

3. 次の 3 つのコマンドを使用して、インストールパッケージの暗号署名を確認します。

curl -o ./agent.sig https://s3.us-west-2.amazonaws.com/aws-discovery-agent.us-west-2/
linux/latest/aws-discovery-agent.tar.gz.sig

curl -o ./discovery.gpg https://s3.us-west-2.amazonaws.com/aws-discovery-agent.us-
west-2/linux/latest/discovery.gpg

gpg --no-default-keyring --keyring ./discovery.gpg --verify agent.sig aws-discovery-
agent.tar.gz

エージェントパブリックキー (discovery.gpg) のフィンガープリントは、7638 F24C 6717 F97C 
4F1B 3BC0 5133 255E 4DF4 2DA2 です。

4. 次に示すように、tarball から抽出します。

tar -xzf aws-discovery-agent.tar.gz

5. エージェントをインストールするには、以下のインストール方法のどちらかを選択します。

実行方法 手順

Discovery Agent をインストールする エージェントをインストールするには、以下の
例にあるエージェントインストールコマンドを
実行します。この例では、ホームリージョンの
名前、アクセスキー ID、aws-access-key-
idおよび Transmission Control キー ID、およ
び aws-secret-access-keyTransmission 
Control your-home-regionキーに置き換えま
す。
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実行方法 手順

sudo bash install -r your-home-region -
k aws-access-key-id -s aws-secret-access-
key

エージェントはデフォルトで、更新が利用可能
になると、それらを自動的にダウンロードして
適用します。

このデフォルト設定の使用が推奨されます。

ただし、エージェントによる更新の自動ダウン
ロードと適用を希望しない場合は、エージェン
トインストールコマンドを実行するときに -u 
false パラメータを含めてください。

(オプション) Discovery Agent をインストールし
て非透過プロキシを設定する

非透過プロキシを設定するには、エージェント
インストールコマンドに以下のパラメータを追
加します。

• -e プロキシパスワード。
• -f プロキシポート番号。
• -g プロキシスキーム。
• -i プロキシユーザーネーム。

以下は、非透過プロキシパラメータを使用した
エージェントインストールコマンドの例です。

sudo bash install -r your-home-region
 -k aws-access-key-id -s aws-secret-
access-key -d myproxy.mycompany.com -
e mypassword -f proxy-port-number -g 
 https -i myusername

プロキシに認証が必要ではない場合、-e と -i
パラメータは使用しません。

このインストールコマンド例では https が使用
されていますが、プロキシが HTTP を使用する
場合は -g パラメータ値に http を指定してくだ
さい。

6. ネットワークからの発信接続が制限されている場合は、ファイアウォール設定を更新する必要があり
ます。エージェントには、TCP ポート 443 を介した arsenal へのアクセスが必要です。着信ポート
を開く必要はありません。

たとえば、ホームリージョンが eu-central-1 の場合、https://arsenal-discovery.eu-
central-1.amazonaws.com:443 を使用できます。

トピック
• 古い Linux プラットフォームの要件 (p. 11)
• Linux で Discovery Agent プロセスを管理する (p. 11)
• Linux から Discovery Agent をアンインストールする (p. 12)

10



AWS Application Discovery Service ユーザーガイド
古い Linux プラットフォームの要件

• Linux Discovery Agent のトラブルシューティング (p. 13)

古い Linux プラットフォームの要件
一部の古い Linux プラットフォーム (SUSE 10、CentOS 5、RHEL 5 など) はサポートが終了しているか、
最低限のサポート対象となります。これらのプラットフォームは、 out-of-dateエージェントの更新スクリ
プトによるインストールパッケージのダウンロードを妨げる暗号化スイートの影響を受ける可能性があり
ます。

Curl

アプリケーション検出エージェントはcurl、AWSサーバーとの安全な通信を必要とします。一部の
古いバージョンの curl は、最新のウェブサービスと安全に通信することはできません。

すべてのオペレーションでcurl バージョンが含まれるアプリケーション検出エージェントを使用す
るには、-c true パラメータでインストールスクリプトを実行します。

認証機関バンドル

古いLinuxシステムには、 out-of-date インターネット通信のセキュリティを確保するために不可欠な
認証局（CA）バンドルが含まれている場合があります。

すべてのオペレーションで CA バンドルが含まれるアプリケーション検出エージェントを使用するに
は、-b true パラメータでインストールスクリプトを実行します。

これらのインストールスクリプトオプションは併用可能です。以下のコマンド例では、両方のスクリプト
パラメータがインストールスクリプトに渡されます。

sudo bash install -r your-home_region -k aws-access-key-id -s aws-secret-access-key -c true 
 -b true

 

Linux で Discovery Agent プロセスを管理する
Discovery Agent の動作は、systemd、Upstart、または System V init ツールを使用してシステムレ
ベルで管理することができます。以下のタブは、それぞれのツールでサポートされているタスクのコマン
ドの概要を示しています。

systemd

Application Discovery Agent の管理コマンド

タスク コマンド

エージェントが実行されていることを確認 sudo systemctl status aws-discovery-
daemon.service

エージェントの開始 sudo systemctl start aws-discovery-
daemon.service

エージェントの停止 sudo systemctl stop aws-discovery-
daemon.service

エージェントの再起動 sudo systemctl restart aws-discovery-
daemon.service
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Upstart

アプリケーション検出エージェントの管理コマンド

タスク コマンド

エージェントが実行されていることを確認 sudo initctl status aws-discovery-
daemon

エージェントの開始 sudo initctl start aws-discovery-
daemon

エージェントの停止 sudo initctl stop aws-discovery-daemon

エージェントの再起動 sudo initctl restart aws-discovery-
daemon

System V init

アプリケーション検出エージェントの管理コマンド

タスク コマンド

エージェントが実行されていることを確認 sudo /etc/init.d/aws-discovery-daemon 
status

エージェントの開始 sudo /etc/init.d/aws-discovery-daemon 
start

エージェントの停止 sudo /etc/init.d/aws-discovery-daemon 
stop

エージェントの再起動 sudo /etc/init.d/aws-discovery-daemon 
restart

Linux から Discovery Agent をアンインストールする
このセクションでは、Linux から Discovery Agent をアンインストールする方法を説明します。

yum パッケージマネージャの使用時にエージェントをアンインストールする

• yum を使用している場合は、以下のコマンドを使用してエージェントをアンインストールします。

rpm -e --nodeps aws-discovery-agent

apt-get パッケージマネージャの使用時にエージェントをアンインストールする

• apt-get を使用している場合は、以下のコマンドを使用してエージェントをアンインストールします。

apt-get remove aws-discovery-agent:i386

zypper パッケージマネージャの使用時にエージェントをアンインストールする

• zypper を使用している場合は、以下のコマンドを使用してエージェントをアンインストールします。
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zypper remove aws-discovery-agent

Linux Discovery Agent のトラブルシューティング
Linux での Discovery Agent のインストール中、または使用中に問題が発生した場合は、ロギングと設
定に関する以下のガイダンスを参照してください。Support は、エージェント、またはエージェントの 
Application Discovery ServiceAWS への接続に関する潜在的な問題のトラブルシューティングのサポート
時に、これらのファイルを請求することがよくあります。

• ログファイル

Discovery Agent のログファイルは、以下のディレクトリにあります。

/var/log/aws/discovery/

ログファイルには、それらがメインデーモン、自動アップグレーダー、またはインストーラのどれに
よって生成されたかを示す名前が付けられています。

 
• 設定ファイル

Discovery Agent バージョン 2.0.1617.0 以降の設定ファイルは、以下のディレクトリにあります。

/etc/opt/aws/discovery/

2.0.1617.0 より前の Discovery Agent バージョンの設定ファイルは、以下のディレクトリにあります。

/var/opt/aws/discovery/

• 旧バージョンの Discovery Agent を削除する手順については、「Discovery Agent の前提条
件 (p. 7)」を参照してください。

Windows に をインストールする
Windows にエージェントをインストールするには、次の手順を実行します。この手順を開始する前
に、Migration Hub ホームリージョンが設定されていることを確認してください。

データセンターに AWS アプリケーション検出エージェントをインストールするには

1. Windows エージェントインストーラをダウンロードします。ただし、Windows 内ではインストーラ
をダブルクリックして実行しないでください。

Important

インストールが失敗するので、Windows 内ではインストーラをダブルクリックして実行しな
いでください。エージェントのインストールはコマンドプロンプトからのみ可能です (インス
トーラーをダブルクリックしてしまった場合は、[プログラムの追加と削除] に移動し、エー
ジェントをアンインストールしてから残りのインストール手順を続行する必要があります)。
Windows エージェントインストーラがホスト上で Visual C++ x86 ランタイムのバージョンを
検出しない場合、エージェントソフトウェアをインストールする前に Visual C++ x86 2015—
2019 ランタイムが自動的にインストールされます。
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2. 管理者としてコマンドプロンプトを開き、インストールパッケージを保存した場所に移動します。
3. エージェントをインストールするには、以下のインストール方法のどちらかを選択します。

実行方法 手順

Discovery Agent をインストールする エージェントをインストールするには、以下の
例にあるエージェントインストールコマンドを
実行します。この例では、your-home-region
をホームリージョンの名前、aws-access-
key-id をアクセスキー ID、aws-secret-
access-key をシークレットアクセスキーに置
き換えます。

オプションで、INSTALLLOCATION パラメータ
にフォルダパス C:\install-location を指
定して、エージェントのインストール場所を設
定できます。例えば、INSTALLLOCATION="C:
\install-location" などです。その結果、
フォルダ階層は [INSTALLLOCATION パス]\AWS 
Discovery になります。デフォルトのインストー
ル場所は Program Files フォルダです。

オプションで、LOGANDCONFIGLOCATIONを使
用してエージェントのログフォルダと設定ファ
イルのデフォルトディレクトリ (ProgramData) 
を上書きすることができます。その結果、
フォルダ階層は [LOGANDCONFIGLOCATION 
path]\AWS Discovery になります。

.\AWSDiscoveryAgentInstaller.exe 
 REGION="your-home-region" KEY_ID="aws-
access-key-id" KEY_SECRET="aws-secret-
access-key" /quiet

エージェントはデフォルトで、更新が利用可能
になると、それらを自動的にダウンロードして
適用します。

このデフォルト設定の使用が推奨されます。

ただし、エージェントによる更新の自動ダウン
ロードと適用を希望しない場合は、エージェ
ントインストールコマンドを実行するときに
AUTO_UPDATE=false パラメータを含めてくだ
さい。

Warning

自動アップグレードを無効にすると、
最新のセキュリティパッチがインス
トールされなくなります。

(オプション) Discovery Agent をインストールし
て非透過プロキシを設定する

非透過プロキシを設定するには、エージェント
インストールコマンドに以下のパブリックプロ
パティを追加します。

• PROXY_HOST – プロキシホストの名前
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実行方法 手順
• PROXYSCHEME – プロキシスキーム
• PROXY_PORT – プロキシポート番号
• PROXY_USER – プロキシユーザーネーム
• PROXYPASSWORD – プロキシユーザーパス

ワード

以下は、非透過プロキシプロパティを使用した
エージェントインストールコマンドの例です。

.\AWSDiscoveryAgentInstaller.exe 
 REGION="your-home-region" 
 KEY_ID="aws-access-key-id" 
 KEY_SECRET="aws-secret-access-key" 
 PROXY_HOST="myproxy.mycompany.com" 
 PROXY_SCHEME="https" PROXY_PORT="proxy-
port-number" PROXY_USER="myusername" 
 PROXY_PASSWORD="mypassword" /quiet

プロキシに認証が必要ではない場合
は、PROXY_USER と PROXY_PASSWORD プロパ
ティを省略します。このインストールコマンド
例では https が使用されています。プロキシが 
HTTP を使用する場合は PROXY_SCHEME 値に
http を指定してください。

4. ネットワークからのアウトバウンド接続が制限されている場合は、ファイアウォール設定を更新する
必要があります。エージェントには、TCP ポート 443 を介した arsenal へのアクセスが必要です。
着信ポートを開く必要はありません。

例えば、ホームリージョンが eu-central-1 の場合は、https://arsenal-discovery.eu-
central-1.amazonaws.com:443 を使用します。

Package 署名と自動アップグレード
Windows Server 2008 以降については、Amazon が SHA256 証明書を使用して Application Discovery 
Service エージェントインストールパッケージに暗号的に署名します。Windows Server 2008 SP2 での 
SHA2 署名付き自動更新プログラムについては、ホストに SHA2 署名認証をサポートするための修正プロ
グラムがインストールされていることを確認してください。マイクロソフトの最新サポート修正プログラ
ムは、Windows Server 2008 SP2 での SHA2 認証のサポートに役立ちます。

Note

マイクロソフトからの Windows 2003 向けの SHA256 サポート用修正プログラムの一般公開は終
了しました。Windows 2003 ホストにこれらの修正プログラムがまだインストールされていない
場合は、手動でアップグレードする必要があります。

アップグレードを手動で実行する

1. Windows Agent Updater をダウンロードします。
2. 管理者としてコマンドプロンプトを開きます。
3. アップデータが保存された場所に移動します。
4. 以下のコマンドを実行します。
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Windows で Discovery Agent プロセスを管理する

AWSDiscoveryAgentUpdater.exe /Q

Windows で Discovery Agent プロセスを管理する
Discovery Agent の動作は、Windows Server Manager Services コンソールを通じてシステムレベルで管理
することができます。次の表に管理方法を示します。

タスク サービス名 サービス状況/アクション

エージェントが実行されていることを確認 AWS Discovery Agent

AWS Discovery Updater

Started

エージェントの開始 AWS Discovery Agent

AWS Discovery Updater

[Start (開始)] を選択

エージェントの停止 AWS Discovery Agent

AWS Discovery Updater

[Stop (停止)] を選択

エージェントの再起動 AWS Discovery Agent

AWS Discovery Updater

[Restart (再起動)] を選択

Windows から Discovery Agent をアンインストールする

1. Windows でコントロールパネルを開きます。
2. [プログラム] を選択します。
3. [プログラムと機能] を選択します。
4. [AWS Discovery Agent] を選択します。
5. [Uninstall] (アンインストール) を選択します。

Note

エージェントのアンインストール後に再インストールする場合は、/repair および /
norestart オプションを使用して以下のコマンドを実行します。

.\AWSDiscoveryAgentInstaller.exe REGION="your-home-region" KEY_ID="aws-access-
key-id" KEY_SECRET="aws-secret-access-key" /quiet /repair /norestart

コマンドラインを使用して Windows から Discovery Agent をアンインストールする

1. [Start] (スタート) を右クリックします。
2. [Command Prompt] (コマンドプロント) を選択します。
3. 以下のコマンドを使用して Windows から検出エージェントをアンインストールします。

wmic product where name='AWS Discovery Agent' call uninstall
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Windows でのトラブルシューティング

Windows の検出エージェントのトラブルシューティン
グ
Windows でのAWS Application Discovery Agent のインストール中、または使用中に問題が発生した場合
は、ロギングと設定に関する以下のガイダンスを参照してください。 AWS Supportまたはエージェントの 
Application Discovery Service への接続に関する潜在的な問題のトラブルシューティングのサポート時に、
これらのファイルを請求することがよくあります。

• インストールログギング

エージェントインストールコマンドが失敗したように見受けられる場合があります。たとえ
ば、Windows Services Manager の失敗により、検出サービスは作成されていないと表示される場合が
あります。このような場合は、コマンドに /log install.log を追加して、詳細なインストールログを生成し
ます。

• 運用ログ

Windows Server 2008 以降の場合、エージェントログファイルは次のディレクトリにあります。

C:\ProgramData\AWS\AWS Discovery\Logs

Windows Server 2003 の場合、エージェントログファイルは次のディレクトリにあります。

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AWS\AWS Discovery\Logs

ログファイルには、それらがメインサービス、自動アップグレード、またはインストーラのどれによっ
て生成されたかを示す名前が付けられています。

 
• 設定ファイル

Windows Server 2008 以降の場合、エージェント設定ファイルは次の場所にあります。

C:\ProgramData\AWS\AWS Discovery\config

Windows Server 2003 の場合、エージェント設定ファイルは次の場所にあります。

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AWS\AWS Discovery\config

• 以前のバージョンの Discovery Agent を削除する手順については、「Discovery Agent の前提条
件 (p. 7)」を参照してください。

ディスカバリーエージェントによって収集された
データ

AWSApplication Discovery Agent (Discovery Agent) は、オンプレミスサーバーと VM にインストールする
ソフトウェアです。Discovery Agent は、システム設定、時系列の使用率またはパフォーマンスデータ、
プロセスデータ、および Transmission Control Protocol (TCP) ネットワーク接続を収集します。このセク
ションでは、収集されるデータについて説明します。
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収集されたデータ

Discovery Agent が収集するデータの表の凡例:

• ホストという用語は、物理サーバーまたは VM を指します。
• 収集されたデータは、特に断らない限り、キロバイト (KB) 単位です。
• Migration Hub コンソール内の同等データはメガバイト (MB) 単位で報告されます。
• ポーリング間隔は約 15 秒で、15AWS 分ごとに送信されます。
• アスタリスク (*) で示されたデータフィールドは、エージェントの API.csv エクスポート機能から生成

されたファイルでのみ使用できます。

データフィールド 説明

agentAssignedProcessID * エージェントによって検出されたプロセスのプロ
セス ID

agentId エージェント固有の ID

agentProvidedTimeスタンプ * エージェントの監視日時 (mm/dd/yyyy hh:mm:ss 
am/pm)

cmdLine* コマンドラインに入力されるプロセス

cpuType ホストで使用される CPU (中央処理装置) のタイプ

destinationIp* パケットを送信する先のデバイスの IP アドレス

destinationPort* データ/リクエストを送信する先のポート番号

family* ルーティングファミリーのプロトコル

freeRAM (MB) アプリケーションで即時に使用できる無料 RAM お
よびキャッシュ RAM (MB 単位)

gateway* ネットワークのノードアドレス

hostName データを収集したホストの名前

hypervisor ハイパーバイザーのタイプ

ipAddress ホストの IP アドレス

ipVersion* IP バージョン番号

isSystem* OS がプロセスを所有しているかどうかを示すブー
ル属性

macAddress ホストの MAC アドレス

name* 収集されているホスト、ネットワーク、メトリク
スなどのデータの名前

netMask* ネットワークホストが属する IP アドレスプレ
フィックス

osName ホストのオペレーティングシステムの名前

osVersion ホストのオペレーティングシステムのバージョン

パス コマンドラインから発信されるコマンドのパス
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データ収集を開始または停止する

データフィールド 説明

sourceIp* IP パケットの送信元デバイスの IP アドレス

sourcePort* データ/リクエストの送信元のポート番号

timestamp* 報告された属性がエージェントでログに記録され
た日時

totalCpuUsagePct ポーリング間隔中のホストの CPU 使用率

totalDiskBytesReadPerSecond (Kbps) 全ディスクの 1 秒あたりの読み取り総キロビット
数

totalDiskBytesWrittenPerSecond (Kbps) 全ディスクの 1 秒あたりの書き込み総キロビット
数

totalDiskFreeサイズ (GB) ディスク空き容量 (GB 単位)

totalDiskReadOpsPerSecond 1 秒あたりの読み取り I/O オペレーションの合計数

totalDiskSize (GB) ディスクの合計容量 (GB 単位)

totalDiskWriteOpsPerSecond 1 秒あたりの書き込み I/O オペレーションの合計数

totalNetworkBytesReadPerSecond (Kbps) 1 秒あたりに読み取られたバイトスループットの合
計値

totalNetworkBytesWrittenPerSecond (Kbps) 1 秒あたりに書き込まれたバイトスループットの合
計値

totalNumCores CPU 内の独立した処理装置の合計数

totalNumCpus CPU の合計数

totalNumDisks ホストの物理ハードディスクの数

totalNumLogicalプロセッサー * 物理コアの合計数と各コアで実行できるスレッド
数を乗算した値

totalNumNetworkカード サーバーのネットワークカードの合計数

totalRAM (MB) ホストで使用可能な RAM の合計量

transportProtocol* トランスポートプロトコルの使用タイプ

Discovery Agent のデータ収集を開始または停止す
る

Discovery Agent をデプロイして設定した後でデータ収集が停止した場合は、収集を再開することができま
す。データ収集は、コンソールを使用する、または AWS CLI 経由で API コールを実行することによって
開始または停止できます。以下の手順には、これら両方の手法が説明されています。

Using the Migration Hub console

以下の手順では、Migration Hub コンソールの [Data Collectors] (データコレクタ) ページで Discovery 
Agent のデータ収集プロセスを開始または停止する方法を説明します。
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データ収集を開始または停止する

データ収集を開始または停止する

1. ナビゲーションペインで、[Data Collectors] (データコレクタ) を選択します。
2. [Agents] (エージェント) タブを選択します。
3. 開始または停止するエージェントのチェックボックスをオンにします。

Tip

複数のエージェントをインストールしており、特定のホストだけでデータ収集を開始ま
たは停止したいという場合は、エージェントの行にある [Hostname] (ホスト名) 列にエー
ジェントがインストールされているホストが特定されています。

4. [Start data collection (データ収集の開始)] または [Stop data collection (データ収集の停止)] を選択
します。

Using the AWS CLI

AWS CLI から Discovery Agent のデータ収集プロセスを開始または停止するには、まず AWS CLI を
環境にインストールしてから、選択した Migration Hub ホームリージョンを使用するように CLI を設
定する必要があります。

AWS CLI をインストールしてデータ収集を開始または停止する

1. OS のタイプ (Windows または Mac/Linux) に適切な AWS CLI をインストールします (まだインス
トールしていない場合)。手順については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参照
してください。

2. コマンドプロンプト (Windows) またはターミナル (MAC/Linux) を開きます。

a. aws configure を入力して、[Enter] を押します。
b. AWSアクセスキー IDAWS とシークレットアクセスキーを入力します。
c. デフォルトリージョン名に、us-west-2 などホームリージョンを入力します。(この例で

は、ホームリージョンが us-west-2 であると仮定しています)。
d. デフォルトの出力形式として「text」と入力します。

3. データ収集を停止または開始したいエージェントの ID を見つけるには、以下のコマンドを入力し
ます。

aws discovery describe-agents

4. エージェントによるデータ収集を開始するには、以下のコマンドを入力します。

aws discovery start-data-collection-by-agent-ids --agent-ids <agent ID>

エージェントによるデータ収集を停止するには、以下のコマンドを入力します。

aws discovery stop-data-collection-by-agent-ids --agent-ids <agent ID>
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はじめに

Application Discovery Service エー
ジェントレスコレ

Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) は、サーバープロファイル情報 
(OS、CPU の数、RAM の容量など) やサーバー使用率のメトリックなど、オンプレミス環境に関するエー
ジェントレスな方法で情報を収集するオンプレミスのアプリケーションです。エージェントレスコレク
ター VMware vCenter Server 環境にインストールするには、Open Virtualization Archive (Open VA) ファイ
ルを使用します。

Agentless Collector にはモジュラーアーキテクチャがあり、複数のエージェントレス収集方法を使用でき
ます。Agentless Collector は現在、VMware VM からの 1 つのモジュールコレクションをサポートしてい
ます。将来のモジュールは、ネットワーク接続の収集、追加の仮想化プラットフォームからの収集、およ
びオペレーティングシステムレベルの収集をサポートします。

エージェントレス Collector は、AWS Application Discovery Service(Application Discovery Service) 
は、AWS クラウドオンプレミスサーバーの使用状況と設定のデータを収集することで、オンプレミスサー
バーの使用状況

Application Discovery Service はAWS Migration Hubでは、移行ステータス情報を単一のコンソールに集約
するため、移行の追跡が簡素化されます。ホームリージョン内の Migration Hub コンソールから、検出さ
れたサーバーを表示し、Amazon EC2 の推奨事項を取得し、ネットワーク接続を視覚化し、サーバーをア
プリケーション別に分類して、各アプリケーションの移行ステータスを追跡することができます。

トピック
• エージェントレスコレクタの開始方法 (p. 21)
• エージェントレスコレクタによって収集されたデータ (p. 32)
• エージェントレスコレクタコンソールの使用 (p. 35)
• エージェントレスコレクタを手動で更新する (p. 37)
• エージェントレスコレクターのトラブルシューティング (p. 38)

エージェントレスコレクタの開始方法
このセクションでは、Application Discovery Service エージェントレスコレクター (エージェントレスコレ
クター) の使用を開始する方法について説明します。

トピック
• エージェントレスコレクタの前提条件 (p. 22)
• ステップ 1: エージェントレスコレクター用にIAM ユーザーを作成する (p. 23)
• ステップ 2: エージェントレスコレクタをダウンロードする  (p. 24)
• ステップ 3: エージェントレスコレクタをデプロイする (p. 24)
• ステップ 4: エージェントレスコレクタコンソールにアクセスする (p. 25)
• ステップ 5: エージェントレスコレクタを設定する (p. 25)
• ステップ 6: Agentless Colctor データ収集モジュールを設定する (p. 29)
• ステップ 7: Migration Hub コンソールで収集されたデータを表示する (p. 32)

21



AWS Application Discovery Service ユーザーガイド
前提条件

エージェントレスコレクタの前提条件
Application Discovery Service エージェントレスコレクター (エージェントレスコレクター) を使用するた
めの前提条件は次のとおりです。

• 1AWS つ以上のアカウント。
• AWSAWS Migration Hubホームリージョンを設定したアカウント、を参照してくださいMigration Hub コ

ンソールにサインインし、ホームリージョンを選択します (p. 5)。Migration Hub のデータは、発見、計
画、および移行の追跡を目的として、お客様のホームリージョンに保存されます。

• IAMAWSAWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess 管理ポリシーを使用するよう
に設定されているアカウント IAM ユーザー（を参照）ステップ 1: エージェントレスコレクター用にIAM 
ユーザーを作成する (p. 23)。IAM ユーザーは、Migration HubAWS のホームリージョンが設定された
アカウントで作成する必要があります。

• VMware vCenter Server V5.5、V6、V6.5、6.7、または 7.0

Note

エージェントレスコレクタはこれらすべてのバージョンの VMware をサポートしていますが、
現在はバージョン 6.7 と 7.0 でテストしています。

• VMware vCenter Serverをセットアップする場合は、システムグループに設定されている読み取り権限
と表示権限を持つvCenter認証情報を指定できることを確認してください。

• エージェントレスコレクタには、TCP ポート 443AWS を介した複数のドメインへのアウトバウンドア
クセスが必要です。これらのドメインのリストについては、を参照してくださいAWSドメインへのアウ
トバウンドアクセス用のファイアウォールの設定 (p. 22)。

AWSドメインへのアウトバウンドアクセス用のファイアウォー
ルの設定
ネットワークからのアウトバウンド接続が制限されている場合は、Agentless ColctorAWS が必要とする
ドメインへのアウトバウンドアクセスを許可するようにファイアウォール設定を更新する必要がありま
す。AWSどのドメインにアウトバウンドアクセスが必要かは、Migration Hub のホームリージョンが米国
西部 (オレゴン) リージョン、us-west-2 リージョン、またはその他のリージョンであるかどうかによって
異なります。

AWSアカウントのホーム地域が us-west-2 の場合、以下のドメインにはアウトバウンドアクセス
が必要です。

• arsenal-discovery.us-west-2.amazonaws.com— コレクターはこのドメインを使用して、必要
な IAM ユーザー認証情報で設定されていることを確認します。ホームリージョンは us-west-2 なので、
コレクターは収集したデータの送信と保存にも使用します。

• migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com— コレクターはこのドメインを使用して、提
供された IAM ユーザー認証情報に基づいてコレクターがデータを送信するホームリージョンを決定しま
す。

• api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com— コレクターはこのドメインを使用して、利用可能
なアップデートを見つけます。

• public.ecr.aws— コレクターはこのドメインを使用してアップデートをダウンロードします。

AWSアカウントのホーム地域がそうでない場合、以下のドメインにはアウトバウンドアクセスが
必要ですus-west-2。

• arsenal-discovery.us-west-2.amazonaws.com— コレクターはこのドメインを使用して、必要
な IAM ユーザー認証情報で設定されていることを確認します。
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ステップ 1: IAM ユーザーを作成する

• arsenal-discovery.your-migrationhub-home-region.amazonaws.com— コレクターは、収
集したデータを送信および保存するためにこのドメインを使用します。

• migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com— コレクターはこのドメインを使用して、提
供された IAM ユーザー認証情報に基づいて、コレクターがデータを送信するホームリージョンを決定し
ます。

• api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com— コレクターはこのドメインを使用して、利用可能
なアップデートを見つけます。

• public.ecr.aws— コレクターはこのドメインを使用してアップデートをダウンロードします。

Agentless Collector をセットアップするときに、「セットアップ失敗-認証情報を確認してやり直してくだ
さい」などのエラーが表示されることがあります。そうしないと、AWSアクセスできません。ネットワー
ク設定を確認してください。これらのエラーは、Agentless CollectorAWS がアウトバウンドアクセスを必
要とするドメインの 1 つへの HTTPS 接続を確立しようとして失敗したことが原因である可能性がありま
す。

AWSへの接続を確立できない場合、Agentless Collector はオンプレミス環境からデータを収集できませ
ん。への接続を修正する方法についてはAWS、を参照してくださいAWSセットアップ中にエージェントレ
スコレクタにアクセスできない問題を修正しました (p. 38)。

ステップ 1: エージェントレスコレクター用にIAM 
ユーザーを作成する
Agentless Collector を使用するには、AWS使用したアカウントでMigration Hub コンソールにサ
インインし、ホームリージョンを選択します (p. 5)、事前定義された IAM ポリシーを使用するよ
うに設定されたAWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成する必要がありま
すAWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess (p. 91)。この IAM ポリシーは、IAM ユーザーを
作成するときにアタッチします。

Agentless Colctor で使用する管理者以外の IAM ユーザーを作成することをお勧めします。管理者以外の 
IAM ユーザーを作成するときは、セキュリティベストプラクティスである最小特権の付与に従って、ユー
ザーに最小限の許可を付与します。

管理者以外の IAM ユーザーを作成し、Agentless Colctor で使用する管理者以外の IAM ユーザーを
作成する

1. でAWS Management Console、AWSホームリージョンの設定に使用したアカウントを使用して IAM 
コンソールに移動しますMigration Hub コンソールにサインインし、ホームリージョンを選択しま
す (p. 5)。

2. IAM ユーザーガイドの「AWSアカウントに IAM ユーザーを作成する」で説明されているように、コ
ンソールでユーザーを作成する手順に従って、管理者以外の IAM ユーザーを作成します。

IAM ユーザーガイドの指示に従いながら:

• アクセスの種類を選択する手順で、[プログラムによるアクセス] を選択します。注:推奨され
ませんが、コンソールへのアクセスに同じ IAM ユーザー認証情報を使用する予定の場合にの
み、AWSAWS管理コンソールアクセスを選択してください。

• 「権限の設定」ページの手順で、「既存のポリシーをユーザーに直接添付する」オプションを選択
します。次に、AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccessポリシーのリストか
らマネージド IAM ポリシーを選択します。

• ユーザーのアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を確認する手順では、
ユーザーの新しいアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存することについ
ての重要な注意事項のガイダンスに従ってください。これらのアクセスキーが必要ですステップ 5: 
エージェントレスコレクタを設定する (p. 25)。
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ステップ 2: エージェントレスコレクタをダウンロー
ドする
Application Discovery Service エージェントレスコレクター (エージェントレスコレクター) をセットアッ
プするには、エージェントレスコレクターオープン仮想化アーカイブ (OVA) ファイルをダウンロードして
デプロイする必要があります。エージェントレスコレクタは、オンプレミス VMware 環境にインストール
する仮想アプライアンスです。このステップでは、コレクター OVA ファイルをダウンロードする方法を
説明し、次のステップでは、コレクター OVA ファイルを展開する方法について説明します。

コレクター OVA ファイルをダウンロードしてチェックサムを検証するには

1. VMware 管理者として vCenter にサインインし、エージェントレスコレクター OVA ファイルをダウ
ンロードするディレクトリに切り替えます。

2. 次の URL から OVA ファイルをダウンロードします。

エージェントレスコレクター OVA
3. システム環境で使用するハッシュアルゴリズムに応じて、MD5 または SHA256 をダウンロー

ドし、チェックサム値が含まれているファイルを取得します。ダウンロードした値を使用し
て、ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector前述のステップでダウンロードした
ファイルを確認します。

4. Linux のバリエーションに応じて、適切なバージョンの MD5 コマンドまたは SHA256 コマンドを実行
して、ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector.ova ファイルの暗号署名が、ダ
ウンロードした各 MD5 / SHA256 ファイルの値と一致することを確認します。

$ md5sum ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector.ova

$ sha256sum ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector.ova

ステップ 3: エージェントレスコレクタをデプロイす
る
Application Discovery Service エージェントレスコレクター (エージェントレスコレクター) は、オンプレ
ミス VMware 環境にインストールする仮想アプライアンスです。このセクションでは、VMware 環境で、
前述のステップでダウンロードしたOVA ファイルをデプロイする方法について説明します。

エージェントレスコレクタ仮想マシンの仕様

• オペレーティングシステム — Amazon Linux 2
• RAM —8 ギガバイト

以下の手順は、VMware 環境で Agentless Colctor OVA ファイルをデプロイする方法を順を追って説明し
ます。

エージェントレスコレクタをデプロイするには

1. VMware 管理者として vCenter にサインインします。
2. 以下のいずれかの方法を使用して OVA ファイルをインストールします。

• UI の使用:[ファイル] を選択し、[OVF テンプレートのデプロイ] を選択し、前のセクションでダウ
ンロードしたコレクター OVA ファイルを選択して、ウィザードを完了します。
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• コマンドラインの使用:コレクターの OVA ファイルをコマンドラインからインストールする
には、VMware オープン仮想化フォーマットツール (ovftool) をダウンロードして使用しま
す。ovftool をダウンロードするには、OVF ツールのドキュメントページからリリースを選択して
ください。

以下は、ovftool コマンドラインツールを使用してコレクター OVA ファイルをインストールする
例です。

ovftool --acceptAllEulas --name=AgentlessCollector --datastore=datastore1
 -dm=thin ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector.ova
 'vi://username:password@vcenterurl/Datacenter/host/esxi/'

以下に、###################。

• 名前は、エージェントレスコレクター VM に使用する名前です。
• データストアは、vCenter 内のデータストアの名前です。
• OVA ファイル名は、ダウンロードしたコレクター OVA ファイルの名前です。
• ユーザー名/パスワードは vCenter の認証情報です。
• vcenterurl は vCenter の URL です。
• vi パスは VMware ESXi ホストへのパスです。

3. vCenter にデプロイされたエージェントレスコレクタを探します。仮想マシンを右クリックして、[電
源]、[電源オン] を選択します。

4. 数分後、vCenter にコレクタの IP アドレスが表示されます。この IP アドレスは、コレクターに接続
します。

ステップ 4: エージェントレスコレクタコンソールに
アクセスする
次の手順では、Application Discovery Service エージェントレスコレクター (エージェントレスコレクター) 
コンソールにアクセスする方法を示しています。

エージェントレスコレクタコンソールにアクセスするには

1. ウェブブラウザを開き、次の URL をアドレスバーに入力します。この <ip_address>ip_address
はhttps:///、からのコレクターの IP アドレスですステップ 3: エージェントレスコレクタをデプロ
イする (p. 24)。

2. エージェントレスコレクタに初めてアクセスするときは、[はじめに] を選択します。その後、ログイ
ンするよう求められます。

Agentless Collector コンソールに初めてアクセスする場合は、ステップ 5: エージェントレスコレクタを設
定する (p. 25)次にアクセスします。それ以外の場合は、次に表示されますエージェントレスコレクタ
ダッシュボード (p. 35)。

ステップ 5: エージェントレスコレクタを設定する
Application Discovery Service エージェントレスコレクター (エージェントレスコレクター) は Amazon 
Linux 2 ベースの仮想マシン (VM) です。次のセクションでは、エージェントレスコレクターコンソールの
「エージェントレスコレクタの設定」ページでコレクタ仮想マシンを設定する方法について説明します。
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「エージェントレスコレクタの設定」ページでコレクタ仮想マシンを設定するには

1. 「コレクター名」には、コレクターを識別するための名前を入力します。名前にはスペースを含める
ことができますが、特殊文字を含めることはできません。

2. [AWS検出データの送信先アカウント] に、AWSコレクターが検出したデータを受け取る宛先アカウ
ントとして指定する IAMAWS ユーザーのアカウントのアクセスキーとシークレットキーを入力しま
す。IAM ユーザーの要件については、を参照してくださいステップ 1: エージェントレスコレクター用
にIAM ユーザーを作成する (p. 23)。

a. AWSaccess-key には、AWS宛先アカウントとして指定しているアカウント IAM ユーザーのアク
セスキーを入力します。

b. AWSsecret-key には、AWS宛先アカウントとして指定しているアカウント IAM ユーザーのシー
クレットキーを入力します。

3. 「エージェントレスコレクタパスワード」で、エージェントレスコレクタへのアクセスを認証するた
めに使用するパスワードを設定します。

a. 「エージェントレスコレクタパスワード」には、コレクタへのアクセスを認証するために使用す
るパスワードを入力します。

b. 確認のため、Agentless Collector のパスワードを再入力するには、パスワードをもう一度入力し
ます。

4. 「その他の設定」 で、使用許諾契約をお読みください。同意する場合は、チェックボックスを選択し
てください。

5. エージェントレスコレクタの自動更新を有効にするには、[その他の設定] で [エージェントレス 
Collector を自動更新] を選択します。このチェックボックスを選択しない場合、の説明に従って 
Agentless Colctor を手動で更新する必要がありますエージェントレスコレクタを手動で更新す
る (p. 37)。

6. [設定を保存] を選択します。

以下のトピックでは、オプションのコレクター設定タスクについて説明します。

オプション設定タスク
• (オプション) エージェントレスコレクタ VM の固定 IP アドレスを設定します (p. 26)
• (オプション) エージェントレスコレクタ仮想マシンを DHCP を使用するようにリセットす

る (p. 28)

(オプション) エージェントレスコレクタ VM の固定 IP アドレス
を設定します
以下の手順では、Application Discovery Service エージェントレスコレクター（エージェントレスコ
レクター）仮想マシンの静的IPアドレスを構成する方法について説明します。コレクタ仮想マシン
は、Dynamic Host Configuration Protocol を使用するように設定されます。

コレクター VM の固定 IP アドレスを設定するには

1. VMware vCenter から次のネットワーク情報を収集します。

• 固定 IP アドレス — サブネット内の署名されていない IP アドレス。たとえば、192.168.1.138 と入
力します。

• ネットワークマスク：コレクタ仮想マシンをホストする VMware vCenter ホストの IP アドレス設定
を確認することで取得できます。たとえば、255.255.255.0 と入力します。

• デフォルトゲートウェイ：コレクタ仮想マシンをホストする VMware vCenter ホストの IP アドレス
設定を確認することで取得できます。たとえば、192.168.1.1 と入力します。
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• プライマリ DNS：コレクタ仮想マシンをホストする VMware vCenter ホストの IP アドレス設定を
確認することで取得できます。たとえば、192.168.1.1 と入力します。

• (オプション) セカンダリ DNS
• （オプション）ローカルドメイン名：これにより、コレクタはドメイン名なしで vCenter ホスト 

URL にアクセスできます。
2. コレクターの VM コンソールを開き、ec2-usercollector次の例に示すようにパスワードを使用し

てサインインします。

username: ec2-user
password: collector

3. リモートターミナルで次のコマンドを入力して、ネットワークインターフェイスを無効にします。

sudo /sbin/ifdown eth0

4.
次の手順に従って、インターフェイス eth0 設定を更新します。

a. 以下のコマンドを使用して vi エディタで ifcfg-eth0 を開きます。

sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

b. 次の例に示すように、「ネットワーク情報の収集」ステップで収集した情報でインターフェイス
の値を更新します。

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=static-ip-value
NETMASK=netmask-value
GATEWAY=gateway-value
TYPE=Ethernet
USERCTL=yes
PEERDNS=no
RES_OPTIONS="timeout:2 attempts:5"

5. 次の手順に従って、ドメインネームシステム (DNS) を更新します。

a. 次のコマンドを使用して viresolv.conf でファイルを開きます。

sudo vi /etc/resolv.conf

b. 次のコマンドを使用して viresolv.conf 内のファイルを更新します。

search localdomain-name
options timeout:2 attempts:5
nameserver dnsserver-value

以下の例は、resolv.conf編集されたファイルの例を示します。

search vsphere.local
options timeout:2 attempts:5
nameserver 192.168.1.1

6. 次のコマンドを入力して、ネットワークインターフェイスを有効にします。

sudo /sbin/ifup eth0
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7. 以下に示すように VM を再起動します。

sudo reboot

8. 次の手順でネットワーク設定を確認します。

a. 次のコマンドを入力して、IP アドレスが正しく設定されているかどうかを確認します。

ifconfig  

ip addr show

b. 次のコマンドを入力して、ゲートウェイが正しく追加されたことを確認します。

route -n

出力は次の例のようになります。

Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 docker0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0

c. 次のコマンドを入力して、パブリック URL に ping を実行できることを確認します。

ping www.google.com

d. 次の例に示されているように、vCenter IP アドレスまたはホスト名に ping を実行できることを確
認します。

ping vcenter-host-url

(オプション) エージェントレスコレクタ仮想マシンを DHCP を
使用するようにリセットする
次の手順では、DHCP を使用するようにエージェントレスコレクタ仮想マシンを再設定する方法を示して
います。

DHCP を使用するようにコレクタ仮想マシンを設定するには

1. リモートターミナルで次のコマンドを入力して、ネットワークインターフェイスを無効にします。

sudo /sbin/ifdown eth0

2. 次の手順に従って、ネットワーク設定を更新します。

a. 次のコマンドを使用して viifcfg-eth0  エディタでファイルを開きます。

sudo /sbin/ifdown eth0

b. 次の例に示されているように、ifcfg-eth0 ファイル内の値を更新します。

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
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ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=yes
PEERDNS=yes
DHCPV6C=yes
DHCPV6C_OPTIONS=-nw
PERSISTENT_DHCLIENT=yes
RES_OPTIONS="timeout:2 attempts:5"

3. 次のコマンドを入力して、DNS 設定をリセットします。

echo "" | sudo tee /etc/resolv.conf

4. 次のコマンドを入力して、ネットワークインターフェイスを有効にします。

sudo /sbin/ifup eth0

5. 以下に示すように、コレクター VM を再起動します。

sudo reboot

ステップ 6: Agentless Colctor データ収集モジュール
を設定する
Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) コンソールのダッシュボードペー
ジの [データ収集] で、データ収集モジュールを設定して、サーバーからインベントリ、プロファイル、お
よび使用率データを収集します。

エージェントレスコレクタは現在、VMware VM からのデータ収集をサポートしています。将来のモ
ジュールでは、他の仮想化プラットフォームからの収集とオペレーティングシステムレベルの収集がサ
ポートされる予定です。

トピック
• VMware vCenter エージェントレスコレクタデータ収集モジュール (p. 29)

VMware vCenter エージェントレスコレクタデータ収集モジュー
ル
このセクションでは、Application Discovery Service Agentless Collector（エージェントレスコレクタ）の 
VMware vCenter データ収集モジュールについて説明します。このモジュールは、VMware VM からサーバ
インベントリ、プロファイル、および使用率データを収集するために使用されます。

トピック
• VMware vCenter のエージェントレスコレクタデータ収集モジュールをセットアップする方

法 (p. 30)
• VMware データ収集の詳細 (p. 30)
• vCenter データ収集範囲の制御 (p. 31)
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VMware vCenter のエージェントレスコレクタデータ収集モジュールをセット
アップする方法

このセクションでは、Agentless Collector VMware vCenter データ収集モジュールを設定して、VMware 
VM からサーバインベントリ、プロファイル、および使用率データを収集する方法について説明します。

Note

vCenter のセットアップを開始する前に、システムグループに対して設定された [読み取り] およ
び [表示] 権限を持つ vCenter 認証情報を提供できることを確認します。

VMware vCenter データ収集モジュールをセットアップするには

1. リポジトリの []エージェントレスコレクターダッシュボードページ、[] ページデータ収集、選択セッ
トアップのVMware vCenter ごとセクションに追加します。

2. リポジトリの []VMware vCenter のデータ収集をセットアップするページでは、以下を実行します。

a. []vCenter 認証情報:

i. を使用する場合vCenter URL[] で、VMware vCenter Server ホストの IP アドレスを入力しま
す。

ii. を使用する場合vCenter ユーザー名には、コレクタが vCenter との通信に使用するローカル
またはドメインユーザーの名前を入力します。ドメインユーザーの場合、domain\username
または username@domain 形式を使用します。

iii. [vCenter Password] で、ローカルユーザーまたはドメインユーザーのパスワードを入力しま
す。

b. []データ収集の好み:

• セットアップが成功した直後に自動的にデータの収集を開始するには、データ収集の開始。
c. [Set up (セットアップ)] を選択します。

次に、[] が表示されます。VMware データ収集の詳細ページ。これについては、次のトピックで説明され
ます。

VMware データ収集の詳細

-VMware データ収集の詳細ページには、でセットアップしたvCenterの詳細が表示されますVMware 
vCenter のエージェントレスコレクタデータ収集モジュールをセットアップする方法 (p. 30)。

[]検出された vCenter Server サーバーを選択すると、設定した vCenter が vCenter に関する次の情報とと
もに一覧表示されます。

• vCenter サーバーの IP アドレス。
• vCenter 内のサーバの数。
• データ収集のステータス。
• 最後の更新からの時間。

選択vCenter サーバーを削除します。をクリックして、表示された vCenter Server を削除し、VMware 
vCenter のデータ収集をセットアップするページで.

データ収集を自動的に開始するように選択しなかった場合は、データ収集の開始します。このページの [] 
ボタンをクリックします。データ収集が開始されると、[開始] ボタンがデータ収集の停止。

そのファイルに収集ステータスコラムでは以下を示します収集、データ収集が開始されました。
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収集したデータはAWS Migration Hubconsole. VMware vCenter Server インベントリのデータを収集する
場合、データ収集を開始してから約 15 分後にコンソールに表示されるデータにアクセスできます。

以下を選択することができますMigration Hub でサーバーを表示するインターネットへのアクセスがブロッ
クされていない場合は、このページで Migration Hub コンソールを開きます。このボタンを選択するかど
うかに関わらず、Migration Hub コンソールへのアクセス方法については、「」を参照してください。ス
テップ 7: Migration Hub コンソールで収集されたデータを表示する (p. 32)。

移行計画アクティビティに従って推奨されるデータ収集期間のガイドラインを以下に示します。

• TCO (総所有コスト)-2 ～ 4 週間
• 移行計画-2 ～ 6 週間

vCenter データ収集範囲の制御

Application Discovery Service を使用してインベントリを行うには、vCenter ユーザーに各 ESX ホストま
たは VM に対する読み取り専用許可が必要です。許可設定を使用すると、データ収集に組み込まれるホス
トと VM を制御できます。現在の vCenter のすべてのホストと VM をインベントリ対象にするか、 case-
by-case基礎。

Note

セキュリティのベストプラクティスとして、Application Discovery Service の vCenter ユーザーに
余分なアクセス許可を付与しないようお勧めします。

次の手順では、細分化がおおまかなものから細かいものまでの設定シナリオを順に説明します。これ
らの手順は、vSphere Client v6.7.0.2 用です。他のバージョンのクライアントの手順は、使用している 
vSphere Client のバージョンによって異なる場合があります。

現在の vCenter のすべての ESX ホストと VM に関するデータを検出するには

1. VMware vSphere クライアントでは、[vCenter] を選択してから [Hosts and Clusters] または [VMs and 
Templates] を選択します。

2. データセンターリソースを選択し、アクセス許可。
3. vCenter ユーザーを選択し、ユーザーロールを追加、編集、または削除するシンボルを選択します。
4. 選択[Read-only]からのロールメニュー。
5. 選択[Propagate to children][] を選択して []OK。

特定の ESX ホストとそのすべての子オブジェクトに関するデータを検出するには

1. VMware vSphere クライアントでは、[vCenter] を選択してから [Hosts and Clusters] または [VMs and 
Templates] を選択します。

2. [Related Objects]、[Hosts] の順に選択します。
3. ホスト名を右クリックしてコンテキストメニューを開き、[All vCenter Actions]、[Add Permission] の

順に選択します。
4. [Add Permission] で、vCenter ユーザーをホストに追加します。[Assigned Role] では、[Read-only] を

選択します。
5. [Propagate to children]、[OK] を選択します。

に関するデータを検出するには明確なESX ホストまたは子 VM

1. VMware vSphere クライアントでは、[vCenter] を選択してから [Hosts and Clusters] または [VMs and 
Templates] を選択します。
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ルで収集されたデータを表示する

2. [Related Objects] を選択します。
3. [Hosts] (vCenter に認識される ESX ホストのリストを表示) または [Virtual Machines] (すべてのホスト 

ESX ホストにわたる VM のリストを表示) を選択します。
4. ホストあるいは VM 名を右クリックしてコンテキストメニューを開き、[All vCenter Actions]、[アクセ

ス許可の追加] の順に選択します。
5. [Add Permission] で、vCenter ユーザーをホストまたは VM に追加します。[Assigned Role] では、[読

み取り専用] を選択します。
6. OK を選択します。

Note

[] を選択した場合[Propagate to children]、ESX ホストと VM から読み取り専用アクセス許可を削
除することができます。 case-by-case 基礎。このオプションは、他の ESX ホストや VM に適用
される、継承された許可には影響しません。

ステップ 7: Migration Hub コンソールで収集された
データを表示する
Application Discovery Service エージェントレスコレクター (エージェントレスコレクター) によって収集
されたデータを表示するには、Migration Hub コンソールにサインインします。

エージェントレスコレクタによって検出されたデータを表示するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/migrationhub/ にある
Migration Hub コンソールを開きます。このタスクでは、Agentless Collector をセットアップしてアク
セスするために作成した IAM ユーザーとは異なる IAM ユーザーアカウントを使用することをお勧め
します。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインの [検出] で、[サーバー] を選択します。
3. サーバーの詳細を表示するには、「サーバー情報」列からサーバーのホスト名を選択します。サー

バーの詳細ページには、ホスト名、IP アドレス、パフォーマンスメトリックなど、サーバーに関する
情報が表示されます。

エージェントレスコレクタによって収集されたデー
タ

Application Discovery Service エージェントレスコレクター (エージェントレスコレクター) データ収集モ
ジュールをセットアップして、サーバーからインベントリ、プロファイル、および使用状況データを収集
します。

エージェントレスコレクタは現在 VMware VM からのデータ収集をサポートしています。今後のモジュー
ルでは、追加の仮想化プラットフォームからの収集とオペレーティングシステムレベルの収集がサポート
される予定です。データ収集の設定については、「」を参照してください。ステップ 6: Agentless Colctor 
データ収集モジュールを設定する (p. 29)。

次のトピックでは、Application Discovery Service のエージェントレスコレクタ (エージェントレスコレク
タ) データ収集モジュールによって収集されるデータについて説明します。

トピック
• エージェントレスコレクタ VMware vCenter データ収集モジュールによって収集されたデー

タ (p. 33)
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エージェントレスコレクタ VMware vCenter データ収
集モジュールによって収集されたデータ
次の情報は、Application Discovery Service エージェントレスコレクタ (エージェントレスコレクタ) 
VMware vCenter データ収集モジュールによって収集されるデータについて説明します。データ収集の
セットアップについては、「」を参照してください。VMware vCenter のエージェントレスコレクタデー
タ収集モジュールをセットアップする方法 (p. 30)。

エージェントレスコレクタVMware vCenterが収集したデータの表の凡例:

• 収集されたデータは、特に断らない限り、キロバイト (KB) 単位です。
• Migration Hub コンソール内の同等データはメガバイト (MB) 単位で報告されます。
• アスタリスク (*) の付いたデータフィールドは、Application Discovery Service API エクスポート機能か

ら生成される.csv ファイルでのみ使用できます。

エージェントレスコレクタは、AWSCLI。収集したデータをエクスポートするにはAWSCLI について
は、「」の手順に従います。すべてのサーバーのシステムパフォーマンスデータのエクスポートページ
に収集されたデータをエクスポートする()Application Discovery Service。

• ポーリング間隔は約 60 分です。
• データフィールドは二重アスタリスク (**) で表され、現在 null 値を返します。

データフィールド 説明

applicationConfigurationId* VM をグループ化する移行アプリケーションの ID

avgCpuUsagePct ポーリング間隔中の平均 CPU 使用率

avgDiskBytesReadPerSecond ポーリング間隔中にディスクから読み取られた平
均バイト数

avgDiskBytesWrittenPerSecond ポーリング間隔中にディスクに書き込まれた平均
バイト数

avgDiskReadOpsPerSecond** 1 秒あたりの null の読み取り I/O オペレーションの
平均数

avgDiskWriteOpsPerSecond** 1 秒あたりの書き込み I/O オペレーションの平均数

avgFreeRAM 平均空き RAM (MB 単位)

avgNetworkBytesReadPerSecond 1 秒あたりに読み取られたバイトスループットの平
均値

avgNetworkBytesWrittenPerSecond 1 秒あたりに書き込まれたバイトスループットの平
均値

configId 検出された VM に Application Discovery Service が
割り当てた ID

configType 検出したリソースのタイプ

connectorId 仮想アプライアンスの ID

cpuType VM の場合は CPU、ホストの場合は実際のモデル

datacenterId vCenter の ID
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データフィールド 説明

hostId* VM ホストの ID

hostName 仮想化ソフトウェアを実行しているホストの名前

hypervisor ハイパーバイザーのタイプ

id サーバーの ID

lastModifiedTimeスタンプ* データのエクスポート前の直近にデータを収集し
た日時

macAddress VM の MAC アドレス

manufacturer 仮想化ソフトウェアのメーカー

maxCpuUsagePct ポーリング期間の最大 CPU 使用率

maxDiskBytesReadPerSecond ポーリング期間のディスクから読み取られた最大
バイト数

maxDiskBytesWrittenPerSecond ポーリング期間のディスクに書き込まれた最大バ
イト数

maxDiskReadOpsPerSecond** 読み取り I/O オペレーションの最大数 (1 秒あたり)

maxDiskWriteOpsPerSecond** 書き込み I/O オペレーションの最大数 (1 秒あたり)

maxNetworkBytesReadPerSecond 読み取られたバイトスループットの最大値 (1 秒あ
たり)

maxNetworkBytesWrittenPerSecond 書き込まれたバイトスループットの最大値 (1 秒あ
たり)

memoryReservation* VM へのメモリの超過割り当てを避けるための制限

moRefId vCenter マネージド型オブジェクトの一意のリファ
レンス ID

name* VM またはネットワークの名前 (ユーザー指定)

numCores CPU 内の独立した処理装置の数

numCpus VM の CPU の数

numDisks** VM のディスクの数

numNetworkCards** VM のネットワークカードの数

osName VM のオペレーティングシステムの名前

osVersion VM のオペレーティングシステムのバージョン

portGroupId* VLAN のメンバーポートのグループの ID

portGroupName* VLAN のメンバーポートのグループの名前

powerState* 電力のステータス

serverId 検出された VM に Application Discovery Service が
割り当てた ID
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データフィールド 説明

smBiosId* システム管理 BIOS の ID/バージョン

state* 仮想アプライアンスのステータス

toolsStatus VMware ツールの運用状況

totalDiskSize ディスクの合計容量 (MB 単位)

totalRAM VM で使用可能な RAM の合計量 (MB)

type ホストのタイプ

vCenterId VM 固有の ID 番号

vCenterName* vCenter ホストの名前

virtualSwitchName* 仮想スイッチの名前

vmFolderPath VM ファイルのディレクトリパス

vmName 仮想マシンの名前

エージェントレスコレクタコンソールの使用
このセクションでは、Application Discovery Service エージェントレスコレクター (エージェントレスコレ
クター) コンソールの使用方法について説明します。

トピック
• エージェントレスコレクタダッシュボード (p. 35)
• エージェントレスコレクタ設定の編集 (p. 36)
• VMware vCenter 認証情報の編集 (p. 37)

エージェントレスコレクタダッシュボード
Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) ダッシュボードページでは、コレ
クタのステータスを表示し、次のトピックで説明するようにデータ収集の方法を選択できます。

トピック
• コレクター (p. 35)
• データ収集 (p. 36)

コレクター
コレクターは、コレクターに関するステータス情報を提供します。コレクター名、コレクターの AWS へ
の接続のステータス、Migration Hub のホームリージョン、およびバージョン。

をお持ちの場合AWS接続の問題では、エージェントレスコレクタ設定の編集が必要になる可能性がありま
す。

コレクタの構成設定を編集するには、コレクター設定の編集を参照し、で説明されている手順に従いま
すエージェントレスコレクタ設定の編集 (p. 36)。
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データ収集
[]データ収集データ収集方法を選択できます。Application Discovery Service エージェントレスコレクタ 
(エージェントレスコレクタ) は現在、VMware VM からのデータ収集をサポートしています。将来のモ
ジュールは、追加の仮想化プラットフォームからの収集、およびオペレーティングシステムレベルの収集
をサポートします。

VMware vCenter のデータ収集
VMware VM からサーバインベントリ、プロファイル、および使用率データを収集するには、vCenter 
Server への接続をセットアップします。接続の設定には、セットアップのVMware vCenter Conenterセク
ションを参照し、で説明されている手順に従いますステップ 6: Agentless Colctor データ収集モジュールを
設定する (p. 29)。

vCenter データ収集を設定したら、ダッシュボードから次の操作を実行できます。

• データ収集ステータスの表示
• データ収集の開始
• データ収集の停止

Note

[ダッシュボード] ページで、vCenter データ収集を設定した後、セットアップ[] のボタンVMware 
vCenter Conenterセクションは、データ収集ステータス情報に置き換えられ、データ収集の停
止ボタン、および表示と編集ボタンを使用します。

エージェントレスコレクタ設定の編集
の説明に従って、Application Discovery Service Agentless Collector (エージェントレスコレクタ) を初め
てセットアップしたときにコレクタを構成しました。ステップ 5: エージェントレスコレクタを設定す
る (p. 25)。次の手順では、エージェントレスコレクタ設定の編集方法について説明します。

コレクタの構成設定を編集するには

• [コレクター設定の編集[エージェントレスコレクタ] ダッシュボードの [] ボタンをクリックします。

リポジトリの []コレクター設定の編集ページで、以下を実行します。

a. を使用する場合コレクター[] に、コレクターを識別する名前を入力します。名前にはスペースを
含めることができますが、特殊文字を含めることはできません。

b. []送信先AWSディスカバリーデータの説明[] にはAWSのアクセスキーとシークレットキーAWSア
カウントを使用して、コレクタによって検出されたデータを受信する宛先アカウントとして指定
します。IAM ユーザーの要件の詳細については、「」を参照してくださいステップ 1: エージェン
トレスコレクター用にIAM ユーザーを作成する (p. 23)。

i. を使用する場合AWSアクセスキーで、のアクセスキーを入力しますAWSアカウント IAM 
ユーザー。宛先アカウントとして指定しています。

ii. を使用する場合AWSシークレットキー、の秘密鍵を入力しますAWSアカウント IAM ユー
ザー。宛先アカウントとして指定しています。

c. []エージェントレスコレクターの場合は、エージェントレスコレクタへのアクセスの認証に使用す
るパスワードを変更します。

i. を使用する場合エージェントレスコレクターには、エージェントレスコレクタへのアクセス
の認証に使用するパスワードを入力します。

ii. を使用する場合エージェントレスコレクタのパスワードを再入力してください、確認のた
め、パスワードをもう一度入力します。
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d. 選択設定の保存。

次に、次のようになりますエージェントレスコレクタダッシュボード (p. 35)。

VMware vCenter 認証情報の編集
VMware VM からサーバインベントリ、プロファイル、および使用率データを収集するには、vCenter 
Server への接続をセットアップします。VMware vCenter Connectiveステップ 6: Agentless Colctor データ
収集モジュールを設定する (p. 29)。

このセクションでは、vCenter 認証情報の編集方法について説明します。
Note

vCenter 認証情報を編集する前に、システムグループに対して設定された [読み取り] および [表
示] 権限を持つ vCenter 認証情報を提供できることを確認します。

VMware vCenter の認証情報を編集するには

リポジトリの []VMware データ収集の詳細 (p. 30)[] ページでvCenter サーバーを編集。

• リポジトリの []vCenter の編集ページで、以下を実行します。

a. []vCenter 認証:

i. を使用する場合vCenter URLには、VMware vCenter サーバーホストの IP アドレスを入力し
ます。

ii. [vCenter Username] には、コネクタが vCenter との通信に使用するローカルまたはドメ
インユーザーの名前を入力します。ドメインユーザーの場合、domain\username または
username@domain 形式を使用します。

iii. [vCenter Password] で、ローカルユーザーまたはドメインユーザーのパスワードを入力しま
す。

b. [Save] を選択します。

エージェントレスコレクタを手動で更新する
Application Discovery Service Agentless Collector（エージェントレスコレクタ）を構成する場合、の説
明に従って自動更新を有効にすることを選択できます。ステップ 5: エージェントレスコレクタを設定す
る (p. 25)。自動更新を有効にしていない場合は、Agentless Collector を手動で手動で手動で手動で手動
で手動で手動で手動で手動で手動で手動で手動で手動で手動で手動で手動で

次の手順では、Agentless Collector を手動で手動で手動で手動で手動で手動で手動で手動で手動で

Agentless Coltor を手動で手動で手動で更新するには

1. Agentless Collector Open Virtualization Archive (OVA) ファイルを
2. （オプション）最新のものを展開する前に、以前のエージェントレスコレクター OVA ファイルを削

除することをお勧めします。
3. 左エージェントレスコレクタの開始方法 (p. 21)セクションで、手順に従いますステップ 3: エー

ジェントレスコレクタをデプロイする (p. 24)を通してステップ 6: Agentless Colctor データ収集モ
ジュールを設定する (p. 29)。

Amazon Linux 2 のカーネルライブパッチ

エージェントレスコレクタ仮想マシンは、で説明されているように Amazon Linux 2 を使用します。ス
テップ 3: エージェントレスコレクタをデプロイする (p. 24)。
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Amazon Linux 2 でライブパッチを有効にして使用するには、「」を参照してください。Amazon Linux 2 
のカーネルライブパッチのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

エージェントレスコレクターのトラブルシューティ
ング

このセクションには、Application Discovery Service のエージェントレスコレクター) に関する既知の問題
のトラブルシューティングに役立つトピックが含まれています。

トピック
• AWSセットアップ中にエージェントレスコレクタにアクセスできない問題を修正しました (p. 38)
• 異常なコレクターを見つける (p. 39)
• IP アドレスの問題を解決する (p. 40)
• vCenter 認証情報の問題の修正 (p. 40)
• スタンドアロン ESX ホストのサポート (p. 40)
• AWSエージェントレスコレクタの問題に関するSupport への連絡 (p. 40)

AWSセットアップ中にエージェントレスコレクタにア
クセスできない問題を修正しました
エージェントレスコレクタには、TCP ポート 443AWS を介した複数のドメインへのアウトバウンドアク
セスが必要です。コンソールでの Agentless Collector の設定時に、以下のエラーメッセージが表示される
場合があります。

Could Not Reach AWS

AWS連絡が取れません。ネットワーク設定を確認してください。

このエラーは、セットアッププロセス中に Agentless Collector が通信接続接続を確立しようとしても失敗
したために発生します。AWS接続を確立できない場合は、の Agentless Collector の設定が失敗します。

AWS への接続を修正する

1. IT管理者に問い合わせて、AWS会社のファイアウォールがポート443でアウトバウンドアクセスを必
要とするドメインへのアウトバウンドトラフィックをブロックしていないかどうかを確認してくださ
い。AWSどのドメインアクセスアクセスが必要かは、ホームリージョンが米国西部リージョンリー
ジョン、us-west-2 リージョンであることを確認します。

AWSアカウントのホーム地域が us-west-2 の場合、以下のドメインにはアウトバウンドアク
セスが必要です。

• arsenal-discovery.us-west-2.amazonaws.com
• migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com
• api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com
• public.ecr.aws

AWSアカウントのホーム地域がそうでない場合、以下のドメインにはアウトバウンドアクセ
スが必要ですus-west-2。

• arsenal-discovery.us-west-2.amazonaws.com
• arsenal-discovery.your-home-region.amazonaws.com
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異常なコレクターを見つける

• migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com
• api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com
• public.ecr.aws

ファイアウォールが Agentless CollectorAWS が通信する必要のあるドメインへのアウトバウンドアク
セスをブロックしている場合は、ブロックを解除してください。ファイアウォールを更新したら、の 
Agentless Collector を再設定します。

2. ファイアウォールを更新しても接続問題が解決しない場合は、次の手順に従います。

a. VMware vCenter から IP アドレスを取得します。
b. コレクターの VM コンソールを開き、ec2-usercollector次の例に示すようにパスワードを使

用してサインインします。

username: ec2-user
password: collector

c. 次の例に示されているように、ポート 443 で telnet を実行します。

telnet migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com 443

3. telnet でドメインを解決できない場合は、Amazon Linux 2 の手順に従って静的 DNS サーバーを設定
してみてください。

4. エラーが続く場合は、さらにサポートが必要な場合は、を参照してくださいAWSエージェントレスコ
レクタの問題に関するSupport への連絡 (p. 40)。

異常なコレクターを見つける
各コレクターのステータス情報は、AWS Migration Hub (Migration Hub) コンソールの「データコレク
ター」ページにあります。ステータスが「要注意」のコレクターを見つけることで、問題のあるコレク
ターを特定できます。

次の手順では、Agentless Collector コンソールにアクセスする方法について説明します。

エージェントレスコレクタコンソールにアクセスするには

1. AWSアカウントを使用して、AWS Management Consoleにサインインし、https:// 
console.aws.amazon.com/migrationhub/ で Migration Hub コンソールを開きます。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインの [検出] で、[データコレクター] を選択します。
3. 「エージェントレスコレクター」タブから、ステータスが「要注意」の各コネクタの IP アドレスを書

き留めます。
4. エージェントレスコレクタコンソールを開くには、Web ブラウザを開きます。次に、アドレスバーに 

URL httaddress を入力します。この <ip_address>ip_address は、異常なコレクターの IP アドレスで
す。https:// /

5. [ログイン] を選択し、コレクタを設定したときに設定したエージェントレスコレクタのパスワードを
入力しますステップ 5: エージェントレスコレクタを設定する (p. 25)。

6. エージェントレスコレクタのダッシュボードページの [データ収集] で、[VMware vCenter] セクション
の [表示と編集] を選択します。

7. VMware vCenter 認証情報の編集 (p. 37)の指示に従って URL と認証情報を修正します。

ヘルスの問題を修正すると、コレクタは vCenter Server との接続を再確立し、コレクタのステータスは
Collecting 状態に変わります。問題が解決しない場合は、を参照してくださいAWSエージェントレスコレ
クタの問題に関するSupport への連絡 (p. 40)。
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IP アドレスの問題を解決する

コレクターが異常をきたす最も一般的な原因は、IP アドレスと認証情報の問題です。 IP アドレスの問題
を解決する (p. 40)これらの問題を解決しvCenter 認証情報の問題の修正 (p. 40)、コレクターを正常
な状態に戻すのに役立ちます。

IP アドレスの問題を解決する
コレクタのセットアップ中に指定された vCenter エンドポイントの形式が正しくないか無効である
か、vCenter Server が現在ダウンしていてアクセスできない場合、コレクタが異常状態になる可能性があ
ります。この場合、接続エラーメッセージが表示されます。

次の手順は、IP アドレスの問題を解決するのに役立ちます。

コレクター IP アドレスの問題を解決するには

1. VMware vCenter から IP アドレスを取得します。
2. ウェブブラウザを開いての URL httless <ip_address>Collector コンソールを開きhttps:///、アドレ

スバーに URL を入力しますステップ 3: エージェントレスコレクタをデプロイする (p. 24)。
3. [ログイン] を選択し、コレクタを設定したときに設定したエージェントレスコレクタのパスワードを

入力しますステップ 5: エージェントレスコレクタを設定する (p. 25)。
4. エージェントレスコレクタのダッシュボードページの [データ収集] で、[VMware vCenter] セクション

の [表示と編集] を選択します。
5. VMware データ収集の詳細ページの [検出された vCenter サーバ] で、vCenter 列の IP アドレスを書き

留めます。
6. pingまたはなどの別のコマンドラインツールを使用してtraceroute、関連付けられた vCenter サー

バーサーバーがアクティブであり、IP 接続仮想マシンから IP アクセスがあることを確認します。

• IP アドレスが正しくなく、vCenter サービスがアクティブな場合は、コレクタコンソールで IP アド
レスを更新し、[次へ] を選択します。

• IP アドレスは正しいが、vCenter サーバーが非アクティブの場合は、アクティブにします。
• IP アドレスが正しく、vCenter サーバーがアクティブな場合は、ファイアウォールの問題により侵

入ネットワーク接続がブロックされているかどうかを確認します。「はい」の場合は、コレクター 
VM からの受信接続を許可するようにファイアウォール設定を更新してください。

vCenter 認証情報の問題の修正
コレクタの設定時に指定された vCenter ユーザ認証情報が無効であるか、vCenter の読み取り権限と表示
アカウント権限がない場合、コレクタは異常状態になる可能性があります。

vCenter 認証情報に関連する問題が発生した場合は、システムグループに vCenter の読み取り権限と表示
権限が設定されていることを確認してください。

vCenter 認証情報の編集については、を参照してくださいVMware vCenter 認証情報の編集 (p. 37)。

スタンドアロン ESX ホストのサポート
エージェントレスコレクターは、スタンドアロン ESX ホストをサポートしません。ESX ホストは vCenter 
Server インスタンスの一部であることが必要です。

AWSエージェントレスコレクタの問題に関する
Support への連絡
Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) で問題が発生してSupport が必要
な場合は、AWSサポートに連絡してください。連絡があり、コレクターログの送信を求められる場合があ
ります。
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AWS Support へのお問い合わせ

エージェントレスコレクタのログを取得するには

1. VMware vCenter から IP アドレスを取得します。
2. コレクターの VM コンソールを開き、ec2-usercollector次の例に示すようにパスワードを使用し

てサインインします。

username: ec2-user
password: collector

3. ログフォルダーに移動するには、以下のコマンドを使用します。

cd /var/log/aws/collector

4. 次のコマンドを使用して、ログファイルを圧縮します。

sudo tar cvzf logs_$(date '+%d-%m-%Y_%H.%M.%S').tar.gz * --exclude='db*'

5. エージェントレスコレクタ仮想マシンからログファイルをコピーします。

scp logs*.tar.gz targetuser@targetaddress

6. tar.gzAWSファイルをエンタープライズSupport に渡してください。
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サポートされているインポートファイルフィールド

Migration Hub のインポート
AWS Migration Hub(Migration Hub) のインポートを使用すると、Application Hub に直接オンプレミス環境
の詳細情報を Migration Hub にインポートできます。AWSApplication Discovery Agent デバイスをアプリ
ケーションとしてグループ化し、それらの移行ステータスを追跡することもできます。

インポートリクエストを開始するには

• 特別な形式のカンマ区切り値 (CSV) インポートテンプレートをダウンロードします。
• 既存のオンプレミスサーバーデータを入力します。
• Migration Hub にアップロードするAWS CLIまたはAWSSDK

複数のインポートリクエストを送信できます。各リクエストは順番に処理されます。インポートリクエス
トのステータスは、コンソールまたはインポート API を使用していつでも確認できます。

インポートリクエストが完了したら、インポートされた各レコードの詳細を表示することができます。使
用率データ、タグ、およびアプリケーションマッピングを、Migration Hub コンソール内から直接表示しま
す。インポート中にエラーが発生した場合は、成功したレコードと失敗したレコードの数や、失敗した各
レコードのエラー詳細を確認できます。

エラー処理 エラーログと失敗したレコードのファイルを CSV ファイルとして圧縮アーカイブにダウン
ロードするためのリンクが用意されています。これらのファイルを使用して、エラーを修正してから、イ
ンポートリクエストを再送信します。

インポートされたレコード、インポートされたサーバー、および保持できる削除されたレコードの数に
は、制限が適用されます。詳細については、「AWS Application Discovery Service のクォータ (p. 108)」
を参照してください。

サポートされているインポートファイルフィールド
Migration Hub のインポートでは、あらゆるソースからデータをインポートできます。提供されるデータ
は、CSV ファイルでサポートされている形式である必要があります。また、データには、サポートされて
いる範囲を持つサポートされているフィールドのみが含まれている必要があります。

次の表のインポートフィールド名の横にあるアスタリスクは、必須フィールドであることを示していま
す。インポートファイルの各レコードには、サーバーまたはアプリケーションを一意に識別するために、
必須フィールドが 1 つ以上含まれている必要があります。必須フィールドが 1 つもないレコードはイン
ポートできません。

Note

いずれかの VMware を使用している場合。MoRefId またはVMware.vCenterIdでの、レコードを識
別するには、同じレコードに両方のフィールドが必要です。

インポートフィールド名 説明 例

ExternalId* 各レコードに一意であることを
マークすることができるカスタ
ム識別子。例:ExternalIdは、デー
タセンター内のサーバーのイン
ベントリ ID を指します。

Inventory Id 1

Server 2

CMBD Id 3

SMBiosId システム管理 BIOS (SMBIOS) 
ID。
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インポートフィールド名 説明 例

IPAddress* サーバーの IP アドレスのカンマ
区切りリスト (引用符で囲む)。

192.0.0.2

"10.12.31.233, 10.12.32.11"

MACAddress* サーバーの MAC アドレスのカン
マ区切りリスト (引用符で囲む)。

00:1B:44:11:3A:B7

"00-15-E9-2B-99-3C, 
00-14-22-01-23-45"

HostName* サーバーのホスト名。この値に
は完全修飾ドメイン名 (FQDN) 
を使用することをお勧めしま
す。

ip-1-2-3-4

localhost.domain

VMwareMoRefId* マネージド型オブジェクトのリ
ファレンス ID。VMware.Vで指定
する必要がありますCenterId。

 

VMware.vCenterId* 仮想マシンの一意の ID。VMware 
と共に提供される必要がありま
す。MoRefId。

 

CPUNumberOfProcessors CPU の数。 4

CPUNumberOfCores 物理コアの合計数。 8

CPUNumberOfLogicalCores サーバー内のすべての CPU で
同時に実行できるスレッドの合
計数。一部の CPU は、単一の 
CPU コアにおける複数のスレッ
ドの同時実行をサポートしてい
ます。このような場合、この数
は物理 (または仮想) コアの数よ
りも大きくなります。

16

OS.Name オペレーティングシステムの名
前。

Linux

Windows.Hat

OS.Version オペレーティングシステムの
バージョン。

16.04.3

NT 6.2.8

VMware.VMName 仮想マシンの名前。 Corp1

RAM.TotalSizeInMB サーバーで使用可能な合計 RAM 
(MB)。

64

128

RAM.UsedSizeInmb.avg サーバーで使用されている RAM 
の平均容量 (MB)。

64

128

RAM.UsedSizeInmb.max サーバーで使用できる RAM の最
大容量 (MB)。

64

128
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インポートフィールド名 説明 例

CPUUsagePctAvg 検出ツールでデータを収集して
いたときの平均 CPU 使用率。

45

23.9

CPUUsagePct.Max 検出ツールでデータを収集して
いたときの最大 CPU 使用率。

55.34

24

DiskReadsPerSecondInkb.avg 1 秒あたりのディスク読み取りの
平均数 (KB)。

1159

84506

DiskWritesPerSecondInkb.avg 1 秒あたりのディスク書き込みの
平均数 (KB)。

199

6197

DiskReadsPerSecondInkb.max 1 秒あたりのディスク読み取りの
最大数 (KB)。

37892

869962

DiskWritesPerSecondInkb.max 1 秒あたりのディスク書き込みの
最大数 (KB)。

18436

1808

DiskReadsOpsPerSecondAvg 1 秒あたりのディスク読み取り操
作の平均回数。

45

28

DiskWritesOpsPerSecondAvg 1 秒あたりのディスク書き込み 
操作の平均回数。

8

3

DiskReadsOpsPerSecond.Max 1 秒あたりのディスク読み取りオ
ペレーションの最大数。

1083

176

DiskWritesOpsPerSecond.Max 1 秒あたりのディスク書き込みオ
ペレーションの最大数。

535

71

NetworkReadsPerSecondInkb.avg 1 秒あたりのネットワーク読み
取りオペレーションの平均数 
(KB)。

45

28

NetworkWritesPerSecondInkb.avg 1 秒あたりのネットワーク書き
込みオペレーションの平均数 
(KB)。

8

3

NetworkReadsPerSecondInkb.max 1 秒あたりのネットワーク読み
取りオペレーションの最大数 
(KB)。

1083

176

NetworkWritesPerSecondInkb.max 1 秒あたりのネットワーク書き
込みオペレーションの最大数 
(KB)。

535

71
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インポートフィールド名 説明 例

アプリケーション このサーバーを含むアプリケー
ションのカンマ区切りリスト (引
用符で囲む)。この値には、既
存のアプリケーションや、イン
ポート時に作成された新規アプ
リケーションを含めることがで
きます。

Application1

"Application2, Application3"

タグ name:value 形式のタグのカンマ
区切りリスト。

Important

タグに機密情報 (個人
データなど) を保存しな
いでください。

"zone:1, critical:yes"

"zone:3, critical:no, zone:1"

インポートテンプレートで定義されているすべてのフィールドにデータが入力されていなくても、各レ
コードに 1 つ以上の必須フィールドが含まれていれば、データをインポートすることができます。重複
は、外部または内部の一致キーを使用して、複数のインポートリクエスト間で管理されます。独自の一致
キー External ID を入力する場合は、このフィールドでレコードを一意に識別してインポートします。
一致キーが指定されていない場合、インポートテンプレートの一部の列から派生した内部生成の一致キー
がインポートに使用されます。この一致の詳細については、「検出されたサーバーとアプリケーションの
マッチングロジック (p. 52)」を参照してください。

Note

Migration Hub のインポートは、インポートテンプレートで定義されているもの以外のフィールド
をサポートしません。カスタムフィールドは無視され、インポートもされません。

インポートのアクセス許可の設定
データをインポートする前に、IAM ユーザーにアップロードに必要な Amazon S3 許可が IAM ユーザー
にあることを確認します。s3:PutObject) のインポートファイルを Amazon S3 にインポートして、オ
ブジェクト (s3:GetObject). また、プログラムによるアクセスを確立する必要があります (AWS CLI) 
または、IAM ポリシーを作成し、でインポートを行う IAM ユーザーにそのポリシーをアタッチすること
で、AWSアカウント.

Console Permissions

でインポートリクエストを行う IAM ユーザーの許可ポリシーを編集するには、以下の手順を実行しま
すAWSコンソールを使用してアカウントを作成します。

ユーザーにアタッチされている管理ポリシーを編集する

1. AWS Management Consoleにサインインして、IAM コンソールを開きます https://
console.aws.amazon.com/iam/。

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. アクセス許可ポリシーを変更する対象のユーザーの名前を選択します。
4. [アクセス許可] タブを選択後、[アクセス許可の追加] を選択します。
5. [Attach existing policies directly (既存のポリシーを直接アタッチ)]、[ポリシーの作成] の順に選択

します。
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インポートのアクセス許可の設定

a. 表示された [ポリシーの作成] ページで [JSON] を選択し、次のポリシーに貼り付けます。バ
ケットの名前を、IAM ユーザーがインポートファイルをアップロードする実際のバケットの
名前に置き換えることを忘れないでください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListAllMyBuckets" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::importBucket"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::importBucket/*"] 
    } 
  ]
}

b. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
c. ポリシーに新しい [名前] と説明 (オプション) を入力してから、ポリシーの概要を確認しま

す。
d. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。

6. に戻りますアクセス許可の付与でインポートリクエストを行うユーザーの IAM コンソールページ
AWSアカウント.

7. ポリシーのテーブルを更新し、先ほど作成したポリシーの名前を検索します。
8. [Next: (次へ:)] を選択します 確認.
9. [Add permissions] (許可の追加) を選択します。

IAM ユーザーにポリシーを追加したところで、インポートプロセスを開始する準備が整いました。
AWS CLI Permissions

以下の手順を使用して、IAM ユーザーに、を使用してデータのインポートリクエストを行うアクセス
権限を付与するために必要な管理ポリシーを作成します。AWS CLI。

管理ポリシーを作成してアタッチするには

1. aws iam create-policy AWS CLI コマンドを使用して、以下の許可を持つ IAM ポリシーを作
成します。バケットの名前を、IAM ユーザーがインポートファイルをアップロードする実際のバ
ケットの名前に置き換えることを忘れないでください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::importBucket"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::importBucket/*"] 
    } 
  ]
}

このコマンドの使用に関する詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「create-
policy」を参照してください。

2. を使用するaws iam create-policy AWS CLIのコマンドを実行して、次のアクセス許可が付
与された追加の IAM ポリシーを作成します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "discovery:ListConfigurations", 
                "discovery:CreateApplication", 
                "discovery:UpdateApplication", 
                "discovery:AssociateConfigurationItemsToApplication", 
                "discovery:DisassociateConfigurationItemsFromApplication", 
                "discovery:GetDiscoverySummary", 
                "discovery:StartImportTask", 
                "discovery:DescribeImportTasks", 
                "discovery:BatchDeleteImportData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

3. を使用するaws iam attach-user-policy AWS CLIのコマンドを実行して、前の 2 つの
ステップで作成したポリシーを IAM ユーザーにアタッチしますAWSアカウントを使用して
AWS CLI。このコマンドの使用の詳細については、「」を参照してください。attach-user-
policyのAWS CLIコマンドリファレンス。

IAM ユーザーにポリシーを追加したところで、インポートプロセスを開始できるようになりました。

IAM ユーザーが指定された Amazon S3 バケットにオブジェクトをアップロードするときは、ユーザーが
そのオブジェクトを読み取ることができるように、オブジェクトセットに対するデフォルトのアクセス許
可の設定は保持する必要があります。
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Amazon S3 へのインポートファイルのアップロー
ド

次に、CSV 形式のインポートファイルをインポートできるように、それを Amazon S3 にアップロードす
る必要があります。開始する前に、インポートファイルを格納する Amazon S3 バケットを事前に作成お
よび/または選択しておく必要があります。

Console S3 Upload

Amazon S3 にインポートファイルをアップロードする

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2. [Bucket name (バケット名)] リストで、オブジェクトのアップロード先のバケットの名前を選択し
ます。

3. [Upload] (アップロード) を選択します。
4. [Upload (アップロード)] ダイアログボックスで、[Add files (ファイルの追加)] を選択してアップ

ロードするファイルを選択します。
5. アップロードするファイルを選択し、続いて [Open (オープン)] を選択します。
6. [Upload] (アップロード) を選択します。
7. ファイルがアップロードされたら、バケットのダッシュボードからデータファイルオブジェクト

の名前を選択します。
8. オブジェクトの詳細ページの [概要] タブから、[オブジェクト URL] をコピーします。この情報

は、インポートリクエストを作成するときに必要になります。
9. に移動しますインポートで説明されているように、Migration Hub コンソールのページデータのイ

ンポート (p. 48)。次に、オブジェクトの URL をAmazon S3 オブジェクトフィールド。

AWS CLI S3 Upload

Amazon S3 にインポートファイルをアップロードする

1. ターミナルウィンドウを開き、インポートファイルが保存されているディレクトリに移動しま
す。

2. 次のコマンドを入力します。

aws s3 cp ImportFile.csv s3://BucketName/ImportFile.csv

3. これにより、次の結果が返ります。

upload: .\ImportFile.csv to s3://BucketName/ImportFile.csv

4. 返された完全な Amazon S3 オブジェクトパスをコピーします。この情報は、インポートリクエ
ストを作成するときに必要です。

データのインポート
Migration Hub コンソールからインポートテンプレートをダウンロードし、それに既存のオンプレミスサー
バーのデータを入力したら、Migration Hub へのデータのインポートを開始する準備が整います。次の手順
では、2 つの方法について説明します。AWS CLI。
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Console Import

Migration Hub コンソールの [Tools] (ツール) ページでデータのインポートを開始します。

データのインポートを開始する

1. ナビゲーションペインの [Discover (検出)] で [Tools (ツール)] を選択します。
2. インポートテンプレートへの入力が完了していない場合は、[Import] (インポート) ボックスで

[import template] (インポートテンプレート) を選択することによってテンプレートをダウンロー
ドできます。ダウンロードしたテンプレートを開き、既存のオンプレミスサーバーデータを入力
します。インポートテンプレートは、https://s3.us-west-2.amazonaws.com/templates-7cffcf56-
bd96-4b1c-b45b-a5b42f282e46/import_template.csv にある Amazon S3 バケットからもダウン
ロードできます。

3. [ (マテリアルエディタ)] を開くにはインポート[] ページでインポートのインポートボックスに移動
するとそのように表示されます。

4. []インポート名で、インポートの名前を指定します。
5. に入力しますAmazon S3 オブジェクトフィールド。このステップを実行するには、インポート

データファイルを Amazon S3 にアップロードする必要があります。詳細については、「Amazon 
S3 へのインポートファイルのアップロード (p. 48)」を参照してください。

6. 右下エリアにある [インポート] を選択します。[インポート] ページが開きます。テーブルには、
インポートとそのステータスが表示されます。

前の手順に従って、データのインポートを開始したら、各インポートリクエストの詳細 (例: 進行状況
のステータス、完了時間、レコードの成功/失敗数 (ダウンロード可能)) が [インポート] ページに表示
されます。この画面から、[Discover] (検出) の [Servers] (サーバー) ページに移動して、インポートさ
れた実際のデータを確認することもできます。

[サーバー] ページでは、検出されたすべてのサーバー (デバイス) とインポート名を確認できます。
から移動するとインポート(インポート履歴) ページに表示されているインポートの名前を選択し
て[Name] (名前)の列に自動的に移動しますサーバー選択したインポートのデータセットに基づいて
フィルタが適用されるページ。すると、その特定のインポートに属するデータのみが表示されます。

アーカイブは、.zip 形式で提供され、errors-file と failed-entries-file の 2 つのファイル
が含まれます。エラーファイルには、失敗した各行に関連付けられたエラーメッセージのリストと、
インポートに失敗したデータファイルの関連付けられた列の名前が含まれます。このファイルを使用
して、問題の発生原因をすばやく特定することができます。失敗したエントリファイルには、失敗し
た各行と提供されたすべての列が含まれます。このファイルのエラーファイルで変更を呼び出し、修
正した情報を使用してファイルのインポートを再試行することができます。

AWS CLI Import

AWS CLI からデータのインポートプロセスを開始するには、最初に AWS CLI を環境にインストール
する必要があります。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドのAWS コマン
ドラインインターフェイスのインストールを参照してください。

Note

インポートテンプレートへの入力が完了していない場合は、https://s3.us-
west-2.amazonaws.com/templates-7cffcf56-bd96-4b1c-b45b-a5b42f282e46/ 
import_template.csv にある Amazon S3 バケットからインポートテンプレートをダウンロー
ドできます。

データのインポートを開始する

1. ターミナルウィンドウを開いて、次のコマンドを入力します。

aws discovery start-import-task --import-url s3://BucketName/ImportFile.csv --
name ImportName
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2. これにより、インポートタスクが作成され、次のステータス情報が返ります。

{ 
    "task": { 
        "status": "IMPORT_IN_PROGRESS", 
        "applicationImportSuccess": 0, 
        "serverImportFailure": 0, 
        "serverImportSuccess": 0, 
        "name": "ImportName", 
        "importRequestTime": 1547682819.801, 
        "applicationImportFailure": 0, 
        "clientRequestToken": "EXAMPLE1-abcd-1234-abcd-EXAMPLE1234", 
        "importUrl": "s3://BucketName/ImportFile.csv", 
        "importTaskId": "import-task-EXAMPLE1229949eabfEXAMPLE03862c0" 
    }
}

Migration Hub のインポートリクエストの追跡
Migration Hub のインポートリクエストのステータスは、コンソールを使用して追跡できます。AWS CLI、
またはAWSSDK

Console Tracking

Migration Hub コンソールの [Imports] (インポート) ダッシュボードからは、以下の要素を確認できま
す。

• 名前 – インポートリクエストの名前。
• インポート ID – インポートリクエストの固有 ID。
• インポート時間 – インポートリクエストが作成された日時。
• インポートステータス – インポートリクエストのステータス。これは、以下の値のいずれかになり

ます。
• インポート中 – このデータファイルは現在インポート中です。
• インポート済み – データファイル全体が正常にインポートされました。
• インポート時にエラーが発生 – データファイル内の 1 つ、または複数のレコードのインポートが

失敗しました。失敗したレコードを解決するには、インポートタスクの [Download failed records 
(失敗したレコードのダウンロード)] を選択し、失敗したエントリの csv ファイルのエラーを解消
してから、再度インポートを行います。

• インポート失敗 – データファイル内のどのレコードもインポートされませんでした。失敗したレ
コードを解決するには、インポートタスクの [Download failed records (失敗したレコードのダウ
ンロード)] を選択し、失敗したエントリの csv ファイルのエラーを解消してから、再度インポー
トを行います。

• インポートされたレコード – 特定のデータファイル内の正常にインポートされたレコードの数で
す。

• 失敗したレコード – 特定のデータファイル内のインポートされなかったレコードの数です。

CLI Tracking

インポートタスクのステータスは、AWS CLI の aws discovery describe-import-tasks コマ
ンドを使用して追跡できます。

1. ターミナルウィンドウを開いて、次のコマンドを入力します。

aws discovery describe-import-tasks
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2. これにより、すべてのインポートタスクのリストが JSON 形式で返り、ステータスやその他の関
連情報が含まれます。必要に応じて、インポートタスクのサブセットが返るように結果をフィル
タリングすることができます。

インポートタスクを追跡すると、返った serverImportFailure 値がゼロより大きいことがわかり
ます。この場合、インポートファイルには、インポートできなかったエントリが 1 つ以上含まれてい
ます。この問題を解消するには、失敗したレコードのアーカイブをダウンロードして、中のファイル
を確認し、変更した failed-entries.csv ファイルを使用してインポートリクエストを行います。

インポートタスクを作成したら、データ移行の管理と追跡に役立つ他の操作を実行できます。たとえば、
特定のリクエストに対して失敗したレコードのアーカイブをダウンロードできます。失敗したレコードの
アーカイブを使用して、インポートの問題を解消する方法については、「失敗したインポートジョブのト
ラブルシューティング (p. 113)」を参照してください。
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検出されたデータの表示、エクス
ポート、検索

Application Discovery Service エージェントレスコレクタ (エージェントレスコレクタ) とAWSDiscovery 
Agent (Discovery Agent) は、使用率の平均とピークに基づいたシステムパフォーマンスデータを提供しま
す。収集されたシステムパフォーマンスデータを使用して、おおおおまかな TCO (総保有コスト) を実行
できます。Discovery Agent は、システムパフォーマンス情報、インバウンドとアウトバウンドのネット
ワーク接続、およびサーバーで実行されているプロセスなど、より詳細な時系列データを収集します。こ
のデータを使用して、サーバー間のネットワーク依存関係を確認し、関連するサーバーをアプリケーショ
ンとしてグループ化して移行計画に役立てることができます。

このセクションでは、コンソールとの両方から Agent Less Collector と Discovery Agent が検出したデータ
を表示し、使用する手順を説明します。AWS CLI。

トピック
• Migration Hub b b b b b b b b (p. 52)
• 収集されたデータをエクスポートする (p. 53)
• Amazon Athena でのデータ探索 (p. 55)

Migration Hub b b b b b b b b
Application Discovery Service エージェントレスコレクタ (エージェントレスコレクタ) とAWSDiscovery 
Agent (Discovery Agent): データ収集されたサーバーと VM に関するデータを確認できます。コンソール
には、データ収集開始後約 15 分後にデータが表示されます。収集したデータをエクスポートして、この
データを CSV 形式で表示することもできます。AWS CLI。収集データのエクスポートについては、次の
セクション「収集されたデータをエクスポートする (p. 53)」で説明します。

検出したサーバーに関する収集データを表示するには

1. コンソールのナビゲーションペインで、[Servers (サーバー)] を選択します。検出したサーバーがサー
バリストに表示されます。

2. 収集データの詳細を表示するには、[Server info (サーバー情報)] 列のサーバー名のリンクを選択しま
す。表示される画面で、システム情報やパフォーマンスメトリクスなどの詳細情報を確認できます。

コンソールを使用してエージェントレスコレクタまたは Discovery Agent が検出したサーバーの表示、
ソート、およびタグ付けを行うためのコンソールの使用に関する詳細については、「AWS Application 
Discovery Serviceコンソールのチュートリアル (p. 64)。

検出されたサーバーとアプリケーションのマッチング
ロジック
AWS Application Discovery Service(Application Discovery Service) には、検出したサーバーが既存のエン
トリと一致するタイミングを識別する組み込みの照合ロジックがあります。このロジックで一致が見つか
ると、検出済みの既存のサーバーの情報は、新しい値で更新されます。
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このマッチングロジックは、以下を含む複数のソースからの重複サーバーを処理しますAWS Migration 
Hub(Migration Hub) インポート、Application Discovery Service エージェントレスコレクタ (エージェント
レスコレクタ)、AWSアプリケーション検出エージェント (検出エージェント)、およびその他の移行ツール 
Migration Hub b b b b b b b b bMigration Hub のインポート。

サーバーが検出されると、インポートされたサーバーが存在していないことを確認するために、各エント
リは、以前にインポートされたレコードと照合されます。一致が見つからない場合は、新しいレコードが
作成され、一意の新しいサーバー ID が割り当てられます。一致が見つからない場合でも新しいエントリは
作成されますが、既存のサーバーと同じ一意のサーバー ID が割り当てられます。Migration Hub コンソー
ルでこのサーバーを表示している場合は、サーバーに対して 1 つの固有エントリのみが表示されます。

このエントリに関連付けられたサーバー属性は、使用可能な以前のレコードや、新しくインポートされた
レコードの属性値が表示されるようにマージされます。複数のソースの特定のサーバー属性の値が複数あ
る場合 (インポートおよび Discovery Agent によって検出された特定のサーバーに関連付けられた Total 
RAM の 2 つの異なる値など)、サーバーの一致レコードには、最後に更新された値が表示されます。

フィールドの一致
次のフィールドは、検出ツールの使用時にサーバーを一致させるために使用されます。

• ExternalId— サーバーの一致に使用される主要フィールドです。このフィールドの値が別のエントリ内
にある別の ExternalId の値と同一である場合、Application Discovery Serviceは、他のフィールドが
一致するかどうかにかかわらず、これら 2 つのエントリを一致させます。

• IPAddress
• HostName
• MacAddress
• VMware。MoRefIdそしてVMware。vCenterId— Application Discovery Service が一致を実行するには、

これらの両方の値が別のエントリ内の対応するフィールドの値と同一である必要があります。

収集されたデータをエクスポートする
Application Discovery Service エージェントレスコレクタ (エージェントレスコレクタ) とAWSApplication 
Discovery Agent (Discovery Agent) では、データ収集プロセスの開始後に、収集されたサーバーと VM に
関するデータをエクスポートできます。このデータは、データ収集に使用した検出ツールに応じて、コン
ソールを操作する、または AWS CLI 経由で API コールを実行することによってエクスポートできます。

各方法の手順を示します。次のいずれかを選択して展開してください。

を使用してすべてのサーバーについて収集されたデータをエクス
ポートしますAWS CLI
ホストと VM で実行されているエージェントレスコレクタと Discovery Agent から収集されたデータ
は、AWS Command Line Interface(AWS CLI). -AWS CLIデータをエクスポートする前に、ご使用の環境に
インストールする必要があります。

AWS CLI をインストールして収集データをエクスポートするには

1. OS のタイプ (Windows または Mac/Linux) に適切な AWS CLI をインストールします (まだインストー
ルしていない場合)。インストール手順については、「」を参照してください。AWS Command Line 
Interfaceユーザーガイド。

2. コマンドプロンプト (Windows) またはターミナル (MAC/Linux) を開きます。

a. aws configure を入力して、[Enter] を押します。
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b. あなたのを入力しますAWSアクセスキー ID とAWSシークレットアクセスキー。
c. デフォルトのリージョン名として「us-west-2」と入力します。
d. デフォルトの出力形式として「text」と入力します。

3. 次のコマンドを入力してエクスポート ID を生成します。

aws discovery start-export-task

4. 次のコマンドで、前のステップで生成したエクスポート ID を使用し、パラメータ
"configurationsDownloadUrl" の値として S3 URL を生成します。

aws discovery describe-export-tasks --export-ids <export ID>

5. 前のステップで生成した URL をコピーしてブラウザに貼り付け、検出したサーバーの収集データの 
zip ファイルをダウンロードします。

コンソールを使用してエージェントが収集したデータをエクス
ポートする
特定のサーバーに関する詳細ページでは、エージェントが収集したデータのコンソールからのエクスポー
トが 1 つのエージェントに制限されます。詳細ページでは、画面最下部にある [Exports] (エクスポート) の
下にサーバーのエクスポートジョブがリストされています。エクスポートジョブがない場合、テーブルは
空になります。サーバーデータのエクスポートは、1 度に最大 5 つまで実行できます。

検出したサーバーに関する収集データをエクスポートするには

1. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。
2. [Server info (サーバー情報)] 列で、データをエクスポートするサーバーのリンクを選択します。
3. 画面下部の [Exports (エクスポート)] セクションで、[Export server details (サーバー詳細のエクスポー

ト)] を選択します。
4. [Export server details (サーバー詳細のエクスポート)] で、[Start date (開始日)] と [Time (時刻)] を入力

します。

Note

開始時刻は、現在の時刻から 72 時間より前にすることはできません。
5. ジョブを開始するには、[Export (エクスポート)] を選択します。最初のステータスは [In-progress (進

行中)] です。ステータスを更新するには、[Exports (エクスポート)] セクションの更新アイコンをク
リックします。

6. エクスポートジョブが完了したら、[Download (ダウンロード)] を選択して .zip ファイルを保存しま
す。

7. 保存されたファイルを解凍します。エクスポートデータは、一連の .csv ファイルに含まれています。

.csv ファイルを Microsoft Excel で開き、エクスポートしたサーバーデータを確認できます。

複数のファイルの 1 つは JSON ファイルであり、これにはエクスポートタスクとその結果に関する
データが含まれています。

Note

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの生成とエクスポートについて
は、AWS Migration Hubコンソール、を参照してくださいAmazon EC2 インスタンス()AWS 
Migration Hubユーザーガイド。
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Amazon Athena でのデータ探索
Amazon Athena でのデータ探索では、Discovery Agent が検出したすべてのオンプレミスサーバーから収
集されたデータを 1 か所で分析することができます。Amazon Athena でのデータ探索が Migration Hub コ
ンソールから有効になったら (または StartContinousExport API) でエージェントのデータ収集を有効にす
ると、エージェントによって収集されたデータが一定の間隔で自動的に S3 バケットに保存されるように
なります。

その後、Amazon Athena にアクセスして、各サーバーに関する時系列のシステムパフォーマンス、各サー
バーで実行されているプロセスのタイプ、および異なるサーバー間でのネットワーク依存関係を分析する
ために、事前定義されたクエリを実行することができます。これに加えて、Amazon Athena を使用して
独自のカスタムクエリを記述する、設定管理データベース (CMDB) エクスポートなどの追加の既存データ
ソースをアップロードする、および検出されたサーバーを実際のビジネスアプリケーションと関連付ける
ことができます。Athena データベースと Amazon を統合することも可能です。 QuickSight クエリ出力を
視覚化し、追加の分析を実行する

ステップ

1. Amazon Athena でのデータ探索の有効化 (p. 55)
2. Amazon Athena でのデータ探索の使用 (p. 56)

Amazon Athena でのデータ探索の有効化
Amazon Athena でのデータ探索は、Migration Hub コンソール、またはからの API コールを使用して 
Continuous Export を有効にすることによって有効化します。AWS CLI。データ探索は、Amazon Athena 
で検出されたデータを表示して探索する前に有効にしておく必要があります。

Continuous Export を有効にすると、アカウントでサービスリンクロール
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport が自動的に使用されま
す。このサービスにリンクされたロールの詳細については、「Application Discovery Service 用のサービス
リンクロール許可 (p. 100)」を参照してください。

以下の手順では、コンソールとを使用して Amazon Athena でのデータ探索を有効にする方法を説明しま
す。AWS CLI。

Enable with the console

Amazon Athena でのデータ探索は、「データ収集の開始」の選択時に Continuous Export を黙示的に
有効にする、またはから「Amazon Athena でのデータ探索」というラベルが付けられたトグルをク
リックすることによって有効になります。データコレクターMigration Hub コンソールの

コンソールから Amazon Athena でのデータ探索を有効にする

1. ナビゲーションペインで、[Data Collectors] (データコレクタ) を選択します。
2. [Agents] (エージェント) タブを選択します。
3. [Start data collection] (データ収集の開始) を選択、またはデータ収集がすでに有効になっている場

合は [Data exploration in Amazon Athena] (Amazon Athena でのデータ探索) トグルをクリックし
ます。

4. 前のステップで作成したダイアログボックスで、関連するコストに同意するチェックボックスを
オンにして、[Continue (続行)] または [Enable (有効)] を選択します。

Note

これでエージェントが「継続的なエクスポート」モードで実行されるようになります。この
モードは、Amazon Athena で検出されたデータを表示し、使用することを可能にします。こ
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れを初めて有効にする場合は、Amazon Athena にデータが表示されるまで最大 30 分かかる
場合があります。

Enable with the AWS CLI

Amazon Athena でのデータ探索は、からの API コールを通じて Continuous Export を明示的に有効に
することによって、有効化します。AWS CLI。これを行うには、まず AWS CLI が環境にインストー
ルされている必要があります。

をインストールするにはAWS CLIAmazon Athena でのデータ探索を有効にする

1. オペレーティングシステム (Linux、macOS、または Windows) 用の AWS CLI をインストールし
ます。手順については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

2. コマンドプロンプト (Windows) またはターミナル (Linux/macOS) を開きます。

a. aws configure を入力して、[Enter] を押します。
b. あなたの情報を入力してくださいAWSアクセスキー ID とAWSシークレットアクセスキー。
c. デフォルトのリージョン名として「us-west-2」と入力します。
d. デフォルトの出力形式として「text」と入力します。

3. 次のコマンドを入力します。

aws discovery start-continuous-export

Note

これでエージェントが「継続的なエクスポート」モードで実行されるようになります。この
モードは、Amazon Athena で検出されたデータを表示し、使用することを可能にします。こ
れを初めて有効にする場合は、Amazon Athena にデータが表示されるまで最大 30 分かかる
場合があります。

Amazon Athena でのデータ探索の使用
Amazon Athena でのデータ探索を有効にしたら、エージェントが検出した詳細な最新データを Athena で
直接クエリすることによって、そのデータの探索と使用を開始できます。このデータを使用して、スプ
レッドシートの作成、コスト分析の実行、視覚化プログラムへのクエリの移植などを行うことができま
す。

このセクションのトピックでは、ローカル環境への移行を評価および計画するために、計画するため
に、計画するために、計画するために、計画するために、Athena でデータを使用する方法を説明しま
す。AWS。

トピック
• Amazon Athena でのデータの直接探索 (p. 56)
• Amazon Athena データの視覚化 (p. 57)
• Athena で使用する事前定義されたクエリ (p. 58)

Amazon Athena でのデータの直接探索
次の手順では、エージェントデータを直接探索Athena。Athena にデータがない、または Amazon Athena 
でのデータ探索をまだ有効にしていない場合は、「」で説明されているように Amazon Athena でのデー
タ探索を有効化することを求めるダイアログボックスが表示されます。Amazon Athena でのデータ探索の
有効化 (p. 55)。
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Athena でエージェントが検出したデータを直接検索する

1. AWS Migration Hub コンソールを開き、ナビゲーションペインで [Servers (サーバー)] を選択します。
2. Amazon Athena コンソールを開くには、[Explore data in Amazon Athena] (Amazon Athena でのデー

タ探索) を選択します。
3. [Query Editor (クエリエディタ)] ページのナビゲーションペインの [Database (データベース)] 

で、application_discovery_service_database が選択されていることを確認します。

Note

[Tables (テーブル)] で、以下のテーブルは、エージェントによってグループ化されたデータ
セットを表しています。

• os_info_agent
• network_interface_agent
• sys_performance_agent
• processes_agent
• inbound_connection_agent
• outbound_connection_agent
• id_mapping_agent

4. Athena クエリエディタで SQL クエリを記述して実行することによって、Amazon Athena コンソール
でデータをクエリします。たとえば、以下のクエリを使用して、検出されたすべてのサーバー IP アド
レスを確認できます。

SELECT * FROM network_interface_agent;

クエリの例については、「Athena で使用する事前定義されたクエリ (p. 58)」を参照してくださ
い。

Amazon Athena データの視覚化
データを視覚化するには、Amazon などの視覚化プログラムにクエリを移植できます。 QuickSight また
は、Cytoscape、yEd、Gelphi などのオープンソースの視覚化ツール ネットワーク図、要約グラフなどの
グラフィカルな表現をレンダリングするには、これらのツールを使用します。この方法を使用するとき
は、視覚化プログラム経由で Athena に接続して、Athena がビジュアライゼーションを生成するための
ソースとして収集されたデータにアクセスできるようにします。

Amazon Athena データを視覚化する QuickSight

1. にサインインします。アマゾン QuickSight。
2. [Connect to another data source or upload a file (別のデータソースに接続するか、ファイルをアップ

ロードします)] を選択します。
3. [Athena] を選択します。[New Athena data source] (新しい Athena データソース) ダイアログボックス

が表示されます。
4. [Data source name (データソース名)] フィールドに名前を入力します。
5. [Create data source (データソースを作成)] を選択します。
6. Select the あるgents-servers-osのテーブルテーブルの選択ダイアログボックスを開き、選択。
7. [Finish data set creation (データセット作成の終了)] ダイアログボックスで、[Import to SPICE for 

quicker analytics (SPICE にインポートしてクイック分析)] を選択して、[Visualize (視覚化)] を選択し
ます。

ビジュアライゼーションがレンダリングされます。
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Athena で使用する事前定義されたクエリ
このセクションでは、TCO 分析やネットワークの可視化などの一般的なユースケースを実行する、一連の
事前定義されたクエリを示します。これらのクエリをそのまま、あるいは必要に応じて変更して使用でき
ます。

事前定義されたクエリを使用するには

1. AWS Migration Hub コンソールを開き、ナビゲーションペインで [Servers (サーバー)] を選択します。
2. Amazon Athena コンソールを開くには、[Explore data in Amazon Athena] (Amazon Athena でのデー

タ探索) を選択します。
3. [Query Editor (クエリエディタ)] ページのナビゲーションペインの [Database (データベース)] 

で、application_discovery_service_database が選択されていることを確認します。
4. クエリエディタでプラス記号 (+) を選択して、新しいクエリのタブを作成します。
5. 「事前に定義されたクエリ (p. 58)」からいずれかのクエリをコピーします。
6. 作成した新しいクエリタブのクエリウィンドウにそのクエリを貼り付けます。
7. [Run Query] (クエリの実行) をクリックします。

事前に定義されたクエリ
タイトルを選択すると、クエリに関する情報が表示されます。

サーバの IP アドレスとホスト名の取得

このビューヘルパー関数では、特定のサーバーの IP アドレスとホスト名を取得します。このビューは他の
クエリで使用できます。ビューを作成する方法については、Amazon Athena ユーザーガイドの「CREATE 
VIEW」を参照してください。

CREATE OR REPLACE VIEW hostname_ip_helper AS  
SELECT DISTINCT 
  "os"."host_name"
, "nic"."agent_id"
, "nic"."ip_address"
FROM 
  os_info_agent os
, network_interface_agent nic
WHERE ("os"."agent_id" = "nic"."agent_id");

エージェントの有無にかかわらずサーバーを識別

このクエリは、データ検証を実行するのに役立ちます。ネットワーク内の多数のサーバーにエージェント
をデプロイした場合は、このクエリを使用して、エージェントが配置されていない他のサーバーがネット
ワーク内にあるかどうかを確認できます。このクエリでは、インバウンドとアウトバウンドのネットワー
クトラフィックを調べ、プライベート IP アドレスについてのみトラフィックをフィルタリングします。つ
まり、192、10、172 で始まる IP アドレスです。

SELECT DISTINCT "destination_ip" "IP Address" , 
         (CASE 
    WHEN ( 
    (SELECT "count"(*) 
    FROM network_interface_agent 
    WHERE ("ip_address" = "destination_ip") ) = 0) THEN 
        'no' 
        WHEN ( 
        (SELECT "count"(*) 
        FROM network_interface_agent 
        WHERE ("ip_address" = "destination_ip") ) > 0) THEN 
            'yes' END) "agent_running" 
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    FROM outbound_connection_agent
WHERE ((("destination_ip" LIKE '192.%') 
        OR ("destination_ip" LIKE '10.%')) 
        OR ("destination_ip" LIKE '172.%'))
UNION
SELECT DISTINCT "source_ip" "IP ADDRESS" , 
         (CASE 
    WHEN ( 
    (SELECT "count"(*) 
    FROM network_interface_agent 
    WHERE ("ip_address" = "source_ip") ) = 0) THEN 
        'no' 
        WHEN ( 
        (SELECT "count"(*) 
        FROM network_interface_agent 
        WHERE ("ip_address" = "source_ip") ) > 0) THEN 
            'yes' END) "agent_running" 
    FROM inbound_connection_agent
WHERE ((("source_ip" LIKE '192.%') 
        OR ("source_ip" LIKE '10.%')) 
        OR ("source_ip" LIKE '172.%'));

エージェントを使用してサーバのシステムパフォーマンスデータを分析

このクエリを使用して、エージェントがインストールされているオンプレミスサーバーのシステムパ
フォーマンスと使用パターンデータを分析できます。このクエリでは、system_performance_agent
テーブルと os_info_agent テーブルを組み合わせて、各サーバーのホスト名を識別します。このクエリ
では、エージェントが稼働しているすべてのサーバーの時系列の使用状況データ (15 分間隔) が返ります。

SELECT "OS"."os_name" "OS Name" , 
    "OS"."os_version" "OS Version" , 
    "OS"."host_name" "Host Name" , 
     "SP"."agent_id" , 
     "SP"."total_num_cores" "Number of Cores" , 
     "SP"."total_num_cpus" "Number of CPU" , 
     "SP"."total_cpu_usage_pct" "CPU Percentage" , 
     "SP"."total_disk_size_in_gb" "Total Storage (GB)" , 
     "SP"."total_disk_free_size_in_gb" "Free Storage (GB)" , 
     ("SP"."total_disk_size_in_gb" - "SP"."total_disk_free_size_in_gb") "Used Storage" , 
     "SP"."total_ram_in_mb" "Total RAM (MB)" , 
     ("SP"."total_ram_in_mb" - "SP"."free_ram_in_mb") "Used RAM (MB)" , 
     "SP"."free_ram_in_mb" "Free RAM (MB)" , 
     "SP"."total_disk_read_ops_per_sec" "Disk Read IOPS" , 
     "SP"."total_disk_bytes_written_per_sec_in_kbps" "Disk Write IOPS" , 
     "SP"."total_network_bytes_read_per_sec_in_kbps" "Network Reads (kbps)" , 
     "SP"."total_network_bytes_written_per_sec_in_kbps" "Network Write (kbps)"
FROM "sys_performance_agent" "SP" , "OS_INFO_agent" "OS"
WHERE ("SP"."agent_id" = "OS"."agent_id") limit 10;

ポート番号とプロセスの詳細に基づいてサーバー間のアウトバウンド通信を追跡します

このクエリでは、ポート番号とプロセスの詳細と共に、各サービスのアウトバウンドトラフィックの詳細
が返されます。

クエリを実行する前に、まだ行っていない場合は、IANA からダウンロードした IANA ポートレジストリ
データベースを含む iana_service_ports_import テーブルを作成する必要があります。このテーブル
を作成する方法については、「IANA ポートレジストリのインポートテーブルの作成 (p. 62)」を参照し
てください。

iana_service_ports_import テーブルが作成されたら、アウトバウンドトラフィックを追跡する 2 つ
のビューヘルパー関数を作成します。ビューを作成する方法については、Amazon Athena ユーザーガイ
ドの「CREATE VIEW」を参照してください。
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アウトバウンド追跡ヘルパー関数を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
2. 個別のアウトバウンド送信先 IP アドレスのすべてをリストする以下のヘルパー関数を使用し

て、valid_outbound_ips_helper ビューを作成します。

CREATE OR REPLACE VIEW valid_outbound_ips_helper AS  
SELECT DISTINCT "destination_ip"
FROM outbound_connection_agent;

3. アウトバウンドトラフィックの通信頻度を決定する以下のヘルパー関数を使用して、ビュー
outbound_query_helper を作成します。

CREATE OR REPLACE VIEW outbound_query_helper AS
SELECT "agent_id" , 
         "source_ip" , 
         "destination_ip" , 
         "destination_port" , 
         "agent_assigned_process_id" , 
         "count"(*) "frequency"
FROM outbound_connection_agent
WHERE (("ip_version" = 'IPv4') 
        AND ("destination_ip" IN  
    (SELECT * 
    FROM valid_outbound_ips_helper )))
GROUP BY  "agent_id", "source_ip", "destination_ip", "destination_port", 
 "agent_assigned_process_id";

4. iana_service_ports_import テーブルと 2 つのヘルパー関数を作成したら、以下のクエリを実行
して、各サービスのアウトバウンドトラフィックの詳細をポート番号とプロセスの詳細と共に取得で
きます。

SELECT hip1.host_name "Source Host Name", 
         outbound_connections_results0.source_ip "Source IP Address", 
         hip2.host_name "Destination Host Name", 
         outbound_connections_results0.destination_ip "Destination IP Address", 
         outbound_connections_results0.frequency "Connection Frequency", 
         outbound_connections_results0.destination_port "Destination Communication 
 Port", 
         outbound_connections_results0.servicename "Process Service Name", 
         outbound_connections_results0.description "Process Service Description"
FROM  
    (SELECT DISTINCT o.source_ip, 
         o.destination_ip, 
         o.frequency, 
         o.destination_port, 
         ianap.servicename, 
         ianap.description 
    FROM outbound_query_helper o, iana_service_ports_import ianap 
    WHERE o.destination_port = TRY_CAST(ianap.portnumber AS integer)) AS 
 outbound_connections_results0 LEFT OUTER
JOIN hostname_ip_helper hip1 
    ON outbound_connections_results0.source_ip = hip1.ip_address LEFT OUTER
JOIN hostname_ip_helper hip2 
    ON outbound_connections_results0.destination_ip = hip2.ip_address

ポート番号とプロセスの詳細に基づいてサーバー間の受信通信を追跡します

このクエリでは、ポート番号とプロセスの詳細と共に、各サービスのインバウンドトラフィックに関する
情報が返されます。
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このクエリを実行する前に、まだ行っていない場合は、IANA からダウンロードした IANA ポートレジスト
リデータベースを含む iana_service_ports_import テーブルを作成する必要があります。このテーブ
ルを作成する方法については、「IANA ポートレジストリのインポートテーブルの作成 (p. 62)」を参照
してください。

iana_service_ports_import テーブルが作成されたら、インバウンドトラフィックを追跡する 2 つの
ビューヘルパー関数を作成します。ビューを作成する方法については、Amazon Athena ユーザーガイドの
「CREATE VIEW」を参照してください。

インポートの追跡ヘルパー関数を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
2. すべての個別のインバウンド元 IP アドレスのリストを取得する以下のヘルパー関数を使用して、

ビュー valid_inbound_ips_helper を作成します。

CREATE OR REPLACE VIEW valid_inbound_ips_helper AS  
SELECT DISTINCT "source_ip"
FROM inbound_connection_agent;

3. インバウンドトラフィックの通信頻度を決定する以下のヘルパー関数を使用して、ビュー
inbound_query_helper を作成します。

CREATE OR REPLACE VIEW inbound_query_helper AS  
SELECT "agent_id" , 
         "source_ip" , 
         "destination_ip" , 
         "destination_port" , 
         "agent_assigned_process_id" , 
         "count"(*) "frequency"
FROM inbound_connection_agent
WHERE (("ip_version" = 'IPv4') 
        AND ("source_ip" IN  
    (SELECT * 
    FROM valid_inbound_ips_helper )))
GROUP BY  "agent_id", "source_ip", "destination_ip", "destination_port", 
 "agent_assigned_process_id";

4. iana_service_ports_import テーブルと 2 つのヘルパー関数を作成したら、以下のクエリを実行
して、各サービスのインバウンドトラフィックの詳細をポート番号とプロセスの詳細と共に取得でき
ます。

SELECT hip1.host_name "Source Host Name", 
         inbound_connections_results0.source_ip "Source IP Address", 
         hip2.host_name "Destination Host Name", 
         inbound_connections_results0.destination_ip "Destination IP Address", 
         inbound_connections_results0.frequency "Connection Frequency", 
         inbound_connections_results0.destination_port "Destination Communication 
 Port", 
         inbound_connections_results0.servicename "Process Service Name", 
         inbound_connections_results0.description "Process Service Description"
FROM  
    (SELECT DISTINCT i.source_ip, 
         i.destination_ip, 
         i.frequency, 
         i.destination_port, 
         ianap.servicename, 
         ianap.description 
    FROM inbound_query_helper i, iana_service_ports_import ianap 
    WHERE i.destination_port = TRY_CAST(ianap.portnumber AS integer)) AS 
 inbound_connections_results0 LEFT OUTER
JOIN hostname_ip_helper hip1 
    ON inbound_connections_results0.source_ip = hip1.ip_address LEFT OUTER
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JOIN hostname_ip_helper hip2 
    ON inbound_connections_results0.destination_ip = hip2.ip_address

実行中のソフトウェアをポート番号から識別

このクエリでは、ポート番号に基づいて実行中のソフトウェアが識別されます。

このクエリを実行する前に、まだ行っていない場合は、IANA からダウンロードした IANA ポートレジスト
リデータベースを含む iana_service_ports_import テーブルを作成する必要があります。このテーブ
ルを作成する方法については、「IANA ポートレジストリのインポートテーブルの作成 (p. 62)」を参照
してください。

以下のクエリを実行して、ポート番号に基づき、実行中のソフトウェアを識別します。

SELECT o.host_name "Host Name", 
       ianap.servicename "Service", 
       ianap.description "Description", 
       con.destination_port, 
       con.cnt_dest_port "Destination Port Count"
FROM   (SELECT agent_id, 
               destination_ip, 
               destination_port, 
               Count(destination_port) cnt_dest_port 
        FROM   inbound_connection_agent 
        GROUP  BY agent_id, 
                  destination_ip, 
                  destination_port) con, 
       (SELECT agent_id, 
               host_name, 
               Max("timestamp") 
        FROM   os_info_agent 
        GROUP  BY agent_id, 
                  host_name) o, 
       iana_service_ports_import ianap
WHERE  ianap.transportprotocol = 'tcp' 
       AND con.destination_ip NOT LIKE '172%' 
       AND con.destination_port = ianap.portnumber 
       AND con.agent_id = o.agent_id
ORDER BY cnt_dest_port DESC;

IANA ポートレジストリのインポートテーブルの作成
事前定義されたクエリによっては、Internet Assigned Numbers Authority (IANA) からダウンロードした情
報を含む iana_service_ports_import という名前のテーブルが必要になる場合があります。

iana_service_ports_import テーブルを作成するには

1. iana.org の Service Name and Transport Protocol Port Number Registry から IANA ポートレジストリ
データベース CSV ファイルをダウンロードします。

2. このファイルを Amazon S3 にアップロードします。詳細については、「S3 バケットにファイルと
フォルダをアップロードする方法」を参照してください。

3. Athena で iana_service_ports_import という名前の新しいテーブルを作成します。手順につい
ては、Amazon Athena ユーザーガイドの「テーブルを作成する」を参照してください。以下の例で
は、my_bucket_name を、前の手順で CSV ファイルをアップロードした S3 バケットの名前に置き
換える必要があります。

CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS iana_service_ports_import ( 
         ServiceName STRING, 
         PortNumber INT, 
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         TransportProtocol STRING, 
         Description STRING, 
         Assignee STRING, 
         Contact STRING, 
         RegistrationDate STRING, 
         ModificationDate STRING, 
         Reference STRING, 
         ServiceCode STRING, 
         UnauthorizedUseReported STRING, 
         AssignmentNotes STRING
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES ( 
  'serialization.format' = ',', 
  'quoteChar' = '"', 
  'field.delim' = ','
) LOCATION 's3://my_bucket_name/'
TBLPROPERTIES ('has_encrypted_data'='false',"skip.header.line.count"="1");
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AWS Application Discovery Serviceコ
ンソールのチュートリアル

AWS Application Discovery Service(Application Discovery Service) はAWS Migration Hub(Migration Hub) 
とお客様はそのデータコレクタ、サーバー、およびアプリケーションを Migration Hub で表示して、管理
することができます。Application Discovery Service コンソールを使用するときは、Migration Hub コン
ソールにリダイレクトされます。Migration Hub コンソールでの作業に、お客様による追加のステップや
セットアップは不要です。

このセクションでは、Application Discovery Service Agentless Collector (エージェントレスコレクタ) を管
理し、モニタリングする方法を説明します。AWSコンソールを使用するアプリケーション検出エージェン
ト (検出エージェント)。

トピック
• メインダッシュボード (p. 64)
• データ収集ツール (p. 64)
• サーバーデータの表示、エクスポート、検索 (p. 67)

メインダッシュボード
メインダッシュボードを表示するには、ダッシュボードからのAWS Migration Hub(Migration Hub) コン
ソールのナビゲーションペイン。Migration Hub メインダッシュボードでは、サーバー、アプリケーショ
ン、および Application Discovery Service エージェントレスコレクタ (エージェントレスコレクタ) など
のデータコレクタに関するおまかな統計を表示できます。AWSアプリケーション検出エージェント (検出
エージェント)。

メインダッシュボード
メインダッシュボードでは、中央にある [Discover (検出)] ダッシュボードと [Migrate (移行)] ダッシュボー
ドからのデータを収集します。メインダッシュボードには、ステータスと情報のペインが 4 つあり、ク
イックアクセス用のリンクのリストもあります。各ペインでは、直近に更新されたアプリケーションのス
テータスの概要を確認できます。また、すべてのアプリケーションにすばやくアクセスしたり、異なる状
態のアプリケーションの概要を取得したり、時間の経過とともに移行の進行状況を追跡したりできます。

メインダッシュボードを表示するには、ダッシュボードMigration Hub コンソールホームページの左側にあ
るナビゲーションペインから。

データ収集ツール
Application Discovery Service エージェントレスコレクタ (エージェントレスコレクタ) とAWSアプリケー
ションディスカバリーエージェント (ディスカバリーエージェント) とは、次のようなデータ収集ツールで
す。AWS Application Discovery Service(Application Discovery Service) は、既存インフラストラクチャの
検出を支援するために 1 つを使用します。以下のトピックでは、これらのDiscovery Data収集ツールをダ
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ウンロードしてデプロイする方法について説明します。エージェントレスコレクタの開始方法 (p. 21)そし
てAWS Application Discovery Agent (p. 7)。

これらのデータ収集ツールは Application Discovery Service のリポジトリにデータを保存して、各サー
バーと、それらで実行されているプロセスに関する詳細情報を提供します。これらのツールのいずれかが
デプロイされていると、データの収集を開始、停止、および表示できます。AWS Migration Hub(Migration 
Hub) コンソール。

トピック
• データコレクターの開始と停止 (p. 65)
• データコレクターの表示と並べ替え (p. 65)

データコレクターの開始と停止
の後にAWSApplication Discovery Agent（Discovery Agent）が導入されたら、でデータ収集プロセスを開
始または停止できますデータコレクターのページAWS Migration Hub(Migration Hub) コンソール。

データ収集ツールを開始または停止するには

1. を使用するAWSアカウント、サインインAWS Management ConsoleMigration Hub コンソール () を開
きます。https://console.aws.amazon.com/migrationhub/。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインで発見、選択してくださいデータコレクター。
3. [Agents] (エージェント) タブを選択します。
4. 開始または停止する収集ツールのチェックボックスをオンにします。
5. [Start data collection (データ収集の開始)] または [Stop data collection (データ収集の停止)] を選択しま

す。

データコレクターの表示と並べ替え
多数のデータコレクタをデプロイした場合は、表示されているデプロイ済みコレクタのリストをデータ
コレクターコンソール (コンソール)。検索バーにフィルターを適用して、リストを並べ替えます。検索と
フィルタ処理は、[Data Collectors (データコレクタ)] で指定したほとんどの条件で実行できます。

次の表に、使用できる検索条件を示します。エージェントには、演算子、値、値の定義が含まれます。

検索条件 演算子 値: 定義

エージェント ID == 収集ツールのインストール元と
なる、事前入力されたリストか
ら選択した任意のエージェント 
ID。

ホスト名 ==

!=

エージェントの場合、エージェ
ントがインストールされている
ホストの事前設定されたリスト
から選択された任意のホスト名
です。

収集ステータス ==

!=

開始: データが収集さ
れ、Application Discovery 
Service に送信されています。

開始予定: データ収集の開始が
スケジュールされています。
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検索条件 演算子 値: 定義
データは次の ping で Application 
Discovery Service に送信され、
ステータスが [Started] (開始済
み) に変わります。

停止: データは収集されてお
らず、Application Discovery 
Service に送信されていません。

停止スケジュール: データ収集
の停止がスケジュールされて
います。データの Application 
Discovery Service への送信は次
の ping で停止され、ステータス
が [Stopped] (停止済み) に変わり
ます。

ヘルス ==

!=

正常: データ収集は有効になって
いません。ツールは正常に機能
しています。

非正常: ツールがエラー状態に
なっています。データの収集ま
たは報告は行われていません。

不明: 接続が確立されていない状
態が 1 時間を超えています。

シャットダウン中: ツールの最
後の通信は、システム、サービ
ス、またはデーモンのシャット
ダウンが原因の「シャットダウ
ン中」でした。再起動やツール
のアップグレードが発生した場
合、ステータスは最初のレポー
トサイクルで別の状態に変わり
ます。

Running: データ収集が有効に
なっています。ツールは正常に
機能しています。

IP アドレス ==

!=

収集ツールのインストール先の
事前設定されたリストから選択
された任意の IP アドレスです。

次の表に、使用できる検索条件を示します。エージェントレスコレクターには、演算子、値、値の定義が
含まれます。

検索条件 演算子 値: 定義

ID == 収集ツールのインストール元と
なる事前入力されたリストから
選択した任意のエージェントレ
スコレクター ID。

66



AWS Application Discovery Service ユーザーガイド
データの表示、エクスポート、探索

検索条件 演算子 値: 定義

ホスト名 ==

!=

エージェントレスコレクタの場
合、エージェントレスコレクタ
がインストールされているホス
トのリストから選択した任意の
ホスト名。

ステータス ==

!=

データ収集: データ収集が有効に
なっています。ツールは正常に
機能しています。

設定準備完了 — データ収集は有
効になっていません。ツールは
正常に機能しています。

要注意:ツールがエラー状態に
なっており、注意が必要です。

不明: 接続が確立されていない状
態が 1 時間を超えています。

シャットダウンする: ツールの最
後の通信は、システム、サービ
ス、またはデーモンのシャット
ダウンが原因の「シャットダウ
ン中」でした。再起動やツール
のアップグレードが発生した場
合、ステータスは最初のレポー
トサイクルで別の状態に変わり
ます。

IP アドレス ==

!=

収集ツールのインストール先の
事前設定されたリストから選択
された任意の IP アドレスです。

検索フィルタを適用してデータコレクタをソートするには

1. を使用するAWSアカウント、サインインAWS Management ConsoleMigration Hub コンソール () を開
きます。https://console.aws.amazon.com/migrationhub/。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインで発見、選択してくださいデータコレクター。
3. 次のいずれかを選択してくださいエージェントレスコレクターまたはエージェント(タブ)。
4. 検索バー内をクリックし、リストから検索条件を選択します。
5. 次のリストから演算子を選択します。
6. 最後のリストから値を選択します。

サーバーデータの表示、エクスポート、検索
[Servers (サーバー)] ページには、データ収集ツールが認識している各サーバーインスタンスのシステム
設定およびパフォーマンスのデータが表示されます。ここで、サーバー情報の表示、フィルタを使用した
サーバーのソート、キーと値のペアを使用したサーバーのタグ付け、およびサーバーとシステムの詳細情
報のエクスポートを行うことができます。

トピック
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• サーバーの表示と並べ替え (p. 68)
• サーバーのタグ付け (p. 68)
• サーバーデータのエクスポート (p. 69)
• Athena でのデータ探索 (p. 70)
• アプリケーション (p. 70)

サーバーの表示と並べ替え
データ収集ツールで検出したサーバーの情報を表示し、フィルタを使用してサーバーをソートできます。

サーバーを表示する
データ収集ツールで検出したサーバーの全般表示と詳細表示を取得できます。

検出したサーバーを表示するには

1. を使用するAWSアカウント、サインインAWS Management ConsoleMigration Hub コンソール () を開
きます。https://console.aws.amazon.com/migrationhub/。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインで発見、選択してくださいサーバー。検出したサー
バーがサーバリストに表示されます。

3. 各サーバーの詳細情報を表示するには、[Server info (サーバー情報)] 列でサーバーのリンクを選択しま
す。このサーバーを説明する画面が表示されます。

サーバーの詳細画面には、システムとパフォーマンスのメトリクスが表示されます。ネットワークの依
存関係やプロセスの情報をエクスポートするためのボタンも表示されます。サーバーの詳細情報をエクス
ポートするには、「サーバーデータのエクスポート (p. 69)」を参照してください。

検索フィルターによるサーバーの並べ替え
特定のサーバーを簡単に見つけるには、収集ツールで検出したすべてのサーバーに検索フィルタを適用し
てソートします。検索とフィルタ処理は、さまざまな条件で実行できます。

検索フィルタを適用してサーバーをソートするには

1. を使用するAWSアカウント、サインインAWS Management ConsoleMigration Hub コンソール () を開
きます。https://console.aws.amazon.com/migrationhub/。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインで発見、選択してくださいサーバー。
3. 検索バー内をクリックし、リストから検索条件を選択します。
4. 次のリストから演算子を選択します。
5. 選択した検索条件の値を大文字と小文字を区別して入力し、Enter キーを押します。
6. 複数のフィルタを適用するには、ステップ 2〜4 を繰り返します。

サーバーのタグ付け
移行計画と情報の整理に役立てるために、サーバーごとに複数のタグを作成できます。タグは、ユー
ザー定義のキーと値のペアであり、サーバーに関するカスタムデータやメタデータを保存できます。1 
回の操作で、個別または複数のサーバーにタグを付けることができます。AWS Application Discovery 
Service(Application Discovery Service) タグは次のようになります。AWSタグですが、これらの 2 タイプ
を同じものとして交互に利用することはできません。
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メイン [サーバー] ページから複数のタグを 1 つ以上のサーバーに対して追加または削除できます。選択し
たサーバーに対して 1 つ以上のタグを追加または削除するには、サーバーの詳細ページを使用します。複
数のサーバーに対するタグ付け作業は、作業の種類を問わず、1 回のオペレーションで実行できます。ま
た、タグを削除することもできます。

1 つ以上のサーバーにタグを追加するには

1. を使用するAWSアカウント、サインインAWS Management ConsoleMigration Hub コンソール () を開
きます。https://console.aws.amazon.com/migrationhub/。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインで発見、選択してくださいサーバー。
3. [Server info (サーバー情報)] 列で、タグを追加するサーバーのリンクを選択します。複数のサーバーに

同時にタグを追加するには、各サーバーのチェックボックス内をクリックします。
4. 選択してくださいタグの追加[]、[] の順に選択します新しいタグを追加。
5. ダイアログボックスで、キーフィールド、およびオプションでValue。

選択してさらにタグを追加します新しいタグを追加さらに情報を追加します。
6. [Save] (保存) を選択します。

1 つ以上のサーバーからタグを追加するには

1. を使用するAWSアカウント、サインインAWS Management ConsoleMigration Hub コンソール () を開
きます。https://console.aws.amazon.com/migrationhub/。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインで発見、選択してくださいサーバー。
3. [Server info (サーバー情報)] 列で、タグを削除するサーバーのリンクを選択します。複数のサーバーの

チェックボックスを選択して、一度に複数のサーバーからタグを削除します。
4. 選択してくださいタグの削除。
5. 削除するタグをそれぞれ選択します。
6. [Confirm] (確認) を選択します。

サーバーデータのエクスポート
1 つのサーバーのネットワーク依存関係とプロセスの情報をエクスポートするには、サーバーの詳細画面
を使用できます。サーバーのエクスポートジョブは、サーバーの詳細画面で [Exports (エクスポート)] セク
ションのテーブルにあります。まだエクスポートジョブがない場合、テーブルは空になります。データ収
集を最大 5 つまで同時にエクスポートできます。

Note

コンソールからサーバーデータをエクスポートできるのは、そのサーバーで実行されているエー
ジェントによって収集されたデータのみです。エージェントがインストールされているすべての
サーバのデータを一括エクスポートする場合は、Amazon Athena でのデータ探索 (p. 55)。

サーバーの詳細データをエクスポートするには

1. を使用するAWSアカウント、サインインAWS Management ConsoleMigration Hub コンソール () を開
きます。https://console.aws.amazon.com/migrationhub/。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインで発見、選択してくださいサーバー。
3. [Server info (サーバー情報)] 列で、データをエクスポートするサーバーの ID を選択します。
4. 画面下部の [Exports (エクスポート)] セクションで、[Export server details (サーバー詳細のエクスポー

ト)] を選択します。
5. [Export server details (サーバー詳細のエクスポート)] で、[Start date (開始日)] と [Time (時刻)] を入力

します。
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Note

開始時刻は、現在の時刻から 72 時間より前にすることはできません。
6. ジョブを開始するには、[Export (エクスポート)] を選択します。最初のステータスは [In-progress (進

行中)] です。ステータスを更新するには、[Exports (エクスポート)] セクションの更新アイコンをク
リックします。

7. エクスポートジョブが完了したら、[Download (ダウンロード)] を選択して .zip ファイルを保存しま
す。

8. 保存されたファイルを解凍します。エクスポートデータは、次のような .csv ファイルのセットに含ま
れています。

• <AWS##### ID_destinationProcessConnection.csv
• <AWS##### ID_networkInterface.csv
• <AWS##### ID_osInfo.csv
• <AWS##### ID_process.csv
• <AWS##### ID_sourceProcessConnection.csv
• <AWS##### ID_systemPerformance.csv

.csv ファイルを Microsoft Excel で開き、エクスポートしたサーバーデータを確認できます。

複数のファイルの 1 つは JSON ファイルであり、これにはエクスポートタスクとその結果に関する
データが含まれています。

Athena でのデータ探索
Amazon Athena でのデータ探索では、Discovery Agent が検出したすべてのオンプレミスサーバーから収
集されたデータを 1 か所で分析することができます。Amazon Athena でのデータ探索が Migration Hub コ
ンソールから有効になったら (または StartContinousExport API) を有効にすると、エージェントによって
収集されたデータが一定の間隔で自動的に S3 バケットに保存されるようになります。詳細については、
「Amazon Athena でのデータ探索 (p. 55)」を参照してください。

アプリケーション
一部の検出したサーバーは、グループとして移行することで、引き続き動作できます。この場合、検出し
たサーバーをアプリケーションとして論理的に定義してグループ化できます。

グループ化のプロセスの一環として、タグの検索、フィルタ処理、および追加を行うことができます。

サーバーを新規または既存のアプリケーションにグループ化するには

1. を使用するAWSアカウント、サインインAWS Management ConsoleMigration Hub コンソール () を開
きます。https://console.aws.amazon.com/migrationhub/。

2. Migration Hub コンソールのナビゲーションペインで発見、選択してくださいサーバー。
3. サーバーリストで、新規または既存のアプリケーションにグループ化する各サーバーを選択します。

グループに含めるサーバーを選択しやすくするために、サーバーリストで任意の条件を指定して検索
およびフィルタできます。検索バー内をクリックしてリストから項目を選択し、次のリストから演算
子を選択して、条件を入力します。

4. オプション: 選択した各サーバーについて、タグの追加、次の値を入力します。キーを選択し、オプ
ションで次の値を入力しますValue。

5. [Group as application (アプリケーションとしてグループ化する)] を選択してアプリケーションを作成
します。または、既存のアプリケーションに追加します。
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6. [Group as application (アプリケーションとしてグループ化する)] ダイアログボックスで、[Group as a 
new application (新規アプリケーションとしてグルーかする)] または [Add to an existing application (既
存のアプリケーションに追加する)] を選択し ます。

a. [Group as a new application (新規アプリケーションとしてグルーかする)] を選択した場合は、
[Application name (アプリケーション名)] に名前を入力します。必要に応じて、[Application 
description (アプリケーションの説明)] に説明を入力できます。

b. [Add to an existing application (既存のアプリケーション追加する)] を選択した場合は、リストで
追加先のアプリケーションの名前を選択します。

7. [Save] を選択します。
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アプリケーション検出サービス API 
を使用して、検出された構成項目を
照会する

構成項目は、エージェントによってデータセンターで発見された IT 資産です。AWS Application Discovery 
Service(Application Discovery Service) を使用すると、API を使用して、フィルターを指定して、サー
バー、アプリケーション、プロセス、および接続アセットに関する特定の構成項目をクエリできま
す。API の詳細については、「Application Discovery Service API リファレンス」を参照してください。

以下のセクションの表は、2 つの Application Discovery Service アクションで使用できる入力フィルターと
出力ソートオプションのリストです。

• DescribeConfigurations
• ListConfigurations

フィルタリングおよびソートのオプションは、適用するアセットのタイプ (サーバー、アプリケーショ
ン、プロセス、接続) 別に整理されています。

DescribeConfigurations アクションを使用す
る

DescribeConfigurations アクションは、設定 ID のリストの属性を取得します。提供される ID はす
べて、アセットタイプ (サーバー、アプリケーション、プロセス、または接続) が同じである必要があり
ます。出力フィールドは、選択されたアセットタイプに固有です。たとえば、サーバー設定項目の出力に
は、ホスト名、オペレーティングシステム、ネットワークカード数など、サーバーに関する属性のリスト
が含まれています。コマンドの構文の詳細については、「」を参照してくださいDescribeConfigurations。

DescribeConfigurations アクションはフィルタリングをサポートしていません。

DescribeConfigurations の出力フィールド

以下の表は、アセットタイプ別に整理された、DescribeConfigurations アクションでサポートされる
出力フィールドの一覧です。必須とマークされたものは、常に出力に存在します。

サーバーアセット

フィールド 必須

server.agentId  

server.applications  

server.applications.hasMoreValues  

server.configurationId x

server.cpuType  

server.hostName  
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フィールド 必須

server.hypervisor  

server.networkInterfaceInfo  

server.networkInterfaceInfo.hasMoreValues 

server.osName  

server.osVersion  

server.tags  

server.tags.hasMoreValues  

server.timeOfCreation x

server.type  

server.performance.avgCpuUsagePct  

server.performance.avgDiskReadIOPS  

server.performance.avgDiskReadsPerSecondInKB 

server.performance.avgDiskWriteIOPS  

server.performance.avgDiskWritesPerSecondInKB 

server.performance.avgFreeRAMInKB  

server.performance.avgNetworkReadsPerSecondInKB 

server.performance.avgNetworkWritesPerSecondInKB 

server.performance.maxCpuUsagePct  

server.performance.maxDiskReadIOPS  

server.performance.maxDiskReadsPerSecondInKB 

server.performance.maxDiskWriteIOPS  

server.performance.maxDiskWritesPerSecondInKB 

server.performance.maxNetworkReadsPerSecondInKB 

server.performance.maxNetworkWritesPerSecondInKB 

server.performance.minFreeRAMInKB  

server.performance.numCores  

server.performance.numCpus  

server.performance.numDisks  

server.performance.numNetworkCards  

server.performance.totalRAMInKB  
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アセットの処理

フィールド 必須

process.commandLine  

process.configurationId x

process.name  

process.path  

process.timeOfCreation x

アプリケーションアセット

フィールド 必須

application.configurationId x

application.description  

application.lastModifiedTime x

application.name x

application.serverCount x

application.timeOfCreation x

ListConfigurations アクションを使用する
ListConfigurations アクションは、フィルタで指定した条件に従って、構成項目のリストを取得しま
す。コマンドの構文の詳細については、「」を参照してくださいListConfigurations。

ListConfigurations の出力フィールド

以下の表は、アセットタイプ別に整理された、ListConfigurations アクションでサポートされる出力
フィールドの一覧です。必須とマークされたものは、常に出力に存在します。

サーバーアセット

フィールド 必須

server.configurationId x

server.agentId  

server.hostName  

server.osName  

server.osVersion  

server.timeOfCreation x

server.type  
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アセットの処理

フィールド 必須

process.commandLine  

process.configurationId x

process.name  

process.path  

process.timeOfCreation x

server.agentId  

server.configurationId x

アプリケーションアセット

フィールド 必須

application.configurationId x

application.description  

application.name x

application.serverCount x

application.timeOfCreation x

application.lastModifiedTime x

接続アセット

フィールド 必須

connection.destinationIp x

connection.destinationPort x

connection.ipVersion x

connection.latestTimestamp x

connection.occurrence x

connection.sourceIp x

connection.transportProtocol  

destinationProcess.configurationId  

destinationProcess.name  

destinationServer.configurationId  
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フィールド 必須

destinationServer.hostName  

sourceProcess.configurationId  

sourceProcess.name  

sourceServer.configurationId  

sourceServer.hostName  

ListConfigurations でサポートされているフィルタ

以下の表は、アセットタイプ別に整理された、ListConfigurations アクションでサポートされるフィ
ルタの一覧です。フィルタと値は、サポートされている論理条件のいずれかによって定義されたキー/値の
関係にあります。指定したフィルタの出力は並べ替えることができます。

サーバーアセット

フィルター サポートされる条件 サポートされる値 サポートされるソート

server.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• 任意の有効なサーバ
設定 ID

なし

server.hostName • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

server.osName • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列
• ASC
• DESC

server.osVersion • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

server.agentId • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• 文字列 なし
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フィルター サポートされる条件 サポートされる値 サポートされるソート

server.connectorId • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• 文字列 なし

server.type • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

次のいずれかの値を持
つ文字列:

• EC2
• OTHER
• VMWARE_VM
• VMWARE_HOST
• VMWARE_VM_TEMPLATE

なし

server.vmWareInfo.morefId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.vmWareInfo.vcenterId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.vmWareInfo.hostId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.networkInterfaceInfo.portGroupId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.networkInterfaceInfo.portGroupName• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし
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フィルター サポートされる条件 サポートされる値 サポートされるソート

server.networkInterfaceInfo.virtualSwitchName• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.networkInterfaceInfo.ipAddress• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.networkInterfaceInfo.macAddress• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.performance.avgCpuUsagePct• GE
• LE
• GT
• LT

• 割合 (%) なし

server.performance.totalDiskFreeSizeInKB• GE
• LE
• GT
• LT

• ダブル なし

server.performance.avgFreeRAMInKB• GE
• LE
• GT
• LT

• ダブル なし

server.tag.value • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし
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フィルター サポートされる条件 サポートされる値 サポートされるソート

server.tag.key • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.application.name• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.application.description• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.application.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• 任意の有効なアプリ
ケーション構成 ID

なし

server.process.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• ProcessId なし

server.process.name • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

server.process.commandLine• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 なし

アプリケーションアセット
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フィルター サポートされる条件 サポートされる値 サポートされるソート

application.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• ApplicationId なし

application.name • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

application.description• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

application.serverCountフィルタリングはサ
ポートされていませ
ん。

フィルタリングはサ
ポートされていませ
ん。

• ASC
• DESC

application.timeOfCreationフィルタリングはサ
ポートされていませ
ん。

フィルタリングはサ
ポートされていませ
ん。

• ASC
• DESC

application.lastModifiedTimeフィルタリングはサ
ポートされていませ
ん。

フィルタリングはサ
ポートされていませ
ん。

• ASC
• DESC

server.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• ServerId なし

アセットの処理

フィルター サポートされる条件 サポートされる値 サポートされるソート

process.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• ProcessId
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フィルター サポートされる条件 サポートされる値 サポートされるソート

process.name • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

process.commandLine • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

server.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• ServerId  

server.hostName • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

server.osName • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

server.osVersion • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

server.agentId • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列  
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接続アセット

フィルター サポートされる条件 サポートされる値 サポートされるソート

connection.sourceIp • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• IP • ASC
• DESC

connection.destinationIp• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• IP • ASC
• DESC

connection.destinationPort• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• 整数 • ASC
• DESC

sourceServer.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• ServerId  

sourceServer.hostName• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

destinationServer.osName• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

destinationServer.osVersion• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

destinationServer.agentId• EQUALS • 文字列  
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フィルター サポートされる条件 サポートされる値 サポートされるソート
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

sourceProcess.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• ProcessId  

sourceProcess.name • EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

sourceProcess.commandLine• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

destinationProcess.configurationId• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE

• ProcessId  

destinationProcess.name• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC

destinationprocess.commandLine• EQUALS
• NOT_EQUALS
• EQ
• NE
• CONTAINS
• NOT_CONTAINS

• 文字列 • ASC
• DESC
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AWS Application Discovery Service 
でのセキュリティ

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。セキュリティの有
効性は、AWS コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの審査機関によって定期的
にテストおよび検証されています。

• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。

このドキュメントは、Application Discovery Service の使用時に責任共有モデルを適用する方法を理解す
るために役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンス上の目的に合わせて 
Application Discovery Service を設定する方法について説明します。また、他の使用方法についても説明し
ます。AWSApplication Discovery Service リソースのモニタリングとセキュア化に役立つ service

トピック
• AWS Application Discovery Service 向けの Identity and Access Management (p. 84)
• AWS Application Discovery Service での記録とモニタリング (p. 105)

AWS Application Discovery Service 向けの Identity 
and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、Application Discovery Service リソースの使用につい
て誰が認証され (サインインされる)、承認される (許可を持つ) かを制御します。IAM は、追加費用なしで
使用できる AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 85)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 85)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 87)
• AWS Application Discovery Service で IAM を使用する方法 (p. 89)
• AWS の AWS Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91)
• AWS Application Discovery Service アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 94)
• Application Discovery Service 用のサービスリンクロールの使用 (p. 99)
• AWS Application Discovery Service のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティン

グ (p. 104)
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対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、Application Discovery Service で行う作業に
応じて異なります。

サービスユーザー – 業務を行うために Application Discovery Service サービスを使用する場合は、管理者
から必要な認証情報と許可が提供されます。作業を行うために使用する Application Discovery Service 機
能が増えるとともに、追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、
管理者に適切な許可をリクエストするために役に立ちます。Application Discovery Service の機能にアク
セスできない場合は、「AWS Application Discovery Service のアイデンティティとアクセスのトラブル
シューティング (p. 104)」を参照してください。

サービス管理者 – 社内で Application Discovery Service リソースに対する責任を担っている場合
は、Application Discovery Service への完全なアクセス権があると思われます。サービスのユーザーがど
の Application Discovery Service 機能とリソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。そ
の後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要があります。この
ページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。企業が Application Discovery Service 
で IAM を使用する方法の詳細については、「AWS Application Discovery Service で IAM を使用する方
法 (p. 89)」を参照してください。

IAM 管理者 – IAM 管理者である場合は、Application Discovery Service へのアクセスを管理するポリシー
の作成方法に関する詳細を理解しておくことをお勧めします。IAM で使用できる Application Discovery 
Service のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「AWS Application Discovery Service ア
イデンティティベースのポリシーの例 (p. 94)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツー
ルを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分で
リクエストに署名する方法の詳細については、の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してくださ
いAWS 全般のリファレンス。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
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ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management リファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してく
ださい。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
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実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS Application Discovery Service のアクション、リソース、および条件キー」をご
参照ください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
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できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。

88

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#choosing-managed-or-inline
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_principal.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html


AWS Application Discovery Service ユーザーガイド
AWS Application Discovery Service で IAM を使用する方法

これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS Application Discovery Service で IAM を使用する
方法
IAM を使用して Application Discovery Service へのアクセスを管理する前に、Application Discovery 
Service で使用できる IAM 機能を理解しておく必要があります。Application Discovery Service と AWS 
のその他サービスで IAM が機能する仕組みの概要については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する 
AWS のサービス」を参照してください。

トピック
• Application Discovery Service のアイデンティティベースポリシー (p. 89)
• Application Discovery Service のリソースベースポリシー (p. 90)
• Application Discovery Service タグに基づく承認 (p. 90)
• Application Discovery Service の IAM ロール (p. 90)

Application Discovery Service のアイデンティティベースポリ
シー
IAM のアイデンティティベースポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。Application Discovery Service は、特定のアクション、リ
ソース、および条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

アクション

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Application Discovery Service のポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックス discovery:
を使用します。ポリシーステートメントには、Action または NotAction 要素を含める必要がありま
す。Application Discovery Service は、このサービスで実行できるタスクを記述する、独自のアクション一
式を定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにカンマで区切ります。
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"Action": [ 
      "discovery:action1", 
      "discovery:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe とい
う単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "discovery:Describe*"

Application Discovery Service アクションのリストを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS 
Application Discovery Service で定義されるアクション」を参照してください。

リソース

Application Discovery Service は、ポリシー内でのリソース ARN の指定をサポートしません。

条件キー

Application Discovery Service はサービス固有の条件キーを提供しませんが、いくつかのグローバル条件
キーの使用がサポートされています。すべてのAWSグローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガ
イドの「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してください。

例

Application Discovery Service のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「AWS 
Application Discovery Service アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 94)」を参照してください。

Application Discovery Service のリソースベースポリシー
Application Discovery Service は、リソースベースポリシーをサポートしません。

Application Discovery Service タグに基づく承認
Application Discovery Service は、リソースのタグ付け、またはタグに基づいたアクセスの制御をサポート
しません。

Application Discovery Service の IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

Application Discovery Service での一時的な認証情報の使用

Application Discovery Service は一時的な認証情報の使用をサポートしません。

サービスリンクロール

サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できます
が、編集することはできません。

Application Discovery Service はサービスリンクロールをサポートします。Application Discovery Service 
のサービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「Application Discovery Service 用のサービ
スリンクロールの使用 (p. 99)」を参照してください。
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サービスロール
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。

Application Discovery Service はサービスロールをサポートします。

AWS の AWS Application Discovery Service 管理ポリ
シー

ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネー
ジドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージド
ポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージ
ドポリシーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めてお
り、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの
読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
た演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明について
は、「IAM ユーザーガイド」の「ジョブ機能の AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess
AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess ポリシーは、Application Discovery Service API と 
Migration Hub API へのアクセス権を IAM ユーザーアカウントに付与します。

このポリシーがアタッチされている IAM ユーザーアカウントは、Application Discovery Service の設定、
エージェントの起動と停止、エージェントレス検出の開始と停止、および AWS Discovery Service デー
タベースからのデータのクエリを行うことができます。このポリシーの例については、「Application 
Discovery Service へのフルアクセスの付与 (p. 95)」を参照してください。

AWS管理ポリシー: 
AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess
-AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccessマネージドポリシーは、Application 
Discovery Service に登録して通信したり、他のユーザーと通信したりするためのアクセス権を Application 
Discovery Service Agent に付与します。AWSのサービス。
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このポリシーは、Agentless Collector の設定に認証情報を使用する IAM ユーザーにアタッチする必要があ
ります。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• aresenal— コレクタがApplication Discovery Service に登録できるようにします。これは、収集した
データを次の宛先に送り返すために必要です。AWS。

• ecr-public— コレクターが Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR Public) (Amazon 
ECR Public) を呼び出せるようにします。

• mgh— コレクターが電話をかけることを許可しますAWS Migration Hubコレクターの設定に使用された
アカウントのホームリージョンを取得します。これは、収集したデータをどの地域に送信すべきかを知
るために必要です。

• sts— コレクターがサービスベアラートークンを取得できるようにします。これにより、コレクターは 
Amazon ECR Public を呼び出して最新の更新情報を取得できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "arsenal:RegisterOnPremisesAgent" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr-public:DescribeImages" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecr-
public::446372222237:repository/6e5498e4-8c31-4f57-9991-13b4b992ff7b" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr-public:GetAuthorizationToken" 

            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "mgh:GetHomeRegion" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sts:GetServiceBearerToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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AWS管理ポリシー: AWSApplicationDiscoveryAgentAccess
AWSApplicationDiscoveryAgentAccess ポリシーは、Application Discovery Service に登録して通信
するためのアクセス権を Application Discovery Agent に付与します。

このポリシーをアタッチする対象ユーザーは、その認証情報が Application Discovery Service で使用され
るすべてのユーザーです。

このポリシーは、ユーザーに Arsenal へのアクセス権も付与します。Arsenal は、AWS で管理およびホ
ストされるエージェントサービスです。Arsenal は、クラウド内で Application Discovery Service にデー
タを転送します。このポリシーの例については、「ディスカバリーエージェントへのアクセス権の付
与 (p. 96)」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSAgentlessDiscoveryService
AWSAgentlessDiscoveryService ポリシーは、Application Discovery Service に登録して通信し、コ
ネクタヘルスメトリクスを共有するためのアクセス権を、VMware vCenter Server で実行されている AWS 
Agentless Discovery Connector に付与します。

このポリシーをアタッチする対象のユーザーは、その認証情報がコネクタで使用されるすべてのユーザー
です。

AWS管理ポリシー: 
ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRoleポリ
シー
お使いの IAM アカウントにAWSApplicationDiscoveryServiceFullAccessアタッチされたポリ
シー、ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicyAmazon Athena で
のデータ探索を有効にするときに自動的にアカウントにアタッチされます。

このポリシーではAWS Application Discovery ServiceAmazon Kinesis Data Firehose ストリームを作成
して、収集されたデータを変換して配信するAWS Application Discovery Serviceエージェントを自分の 
Amazon S3 バケットに追加AWSアカウント。

さらに、このポリシーはAWS Glue Data Catalogという新しいデータベース
でapplication_discovery_service_databaseエージェントによって収集されたマッピングデータ用のテー
ブルスキーマ。このポリシーの例については、「 エージェントデータ収集のための許可のののののの
与 (p. 96)」を参照してください。

AWS管理ポリシー: 
AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy
-AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicyAmazon Athena でのデータ探索を使用するに
は、ポリシーが必要です。これは、Application Discovery Service から収集されたデータを Amazon S3 に
書き込むことを Amazon Kinesis Data Firehose に許可します。このポリシーの使用方法については、「の
作成 AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose ロール (p. 93)」を参照してください。このポリシーの
例については、「データ探索のための許可のののののの与 (p. 98)」を参照してください。

の作成 AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose ロール
管理者は、IAM ユーザーアカウントにマネージドポリシーをアタッチします。を使用する場
合AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicyポリシーの場合、管理者は最初にという名前の
ロールを作成する必要がありますAWSApplicationDiscoveryServiceFirehoseKinesis Data Firehose を信頼
できるエンティティとして使用し、AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy次の手順に示
すように、ロールにポリシーを設定します。
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AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose IAM ロールを作成する

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
2. [ロールの作成] を選択します。
3. [Kinesis] を選択します。
4. ユースケースとして、[Kinesis Firehose] を選択します。
5. [Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可.
6. []フィルターポリシー検索するAWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy。
7. 横のボックスを選択してくださいAWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy[]、[] の順に選択しま

す次のステップ: 確認.
8. EnterAWSApplicationDiscoveryServiceFirehoseロール名としてを選択し、ロールの作成。

Application Discovery ServiceAWSマネージドポリシー

の更新に関する詳細の表示AWSApplication Discovery Service がこれらの変更の追跡を開始した以降の分
について管理します。このページへの変更に関する自動アラートについては、AWS Application Discovery 
Service のドキュメント履歴 (p. 115) ページの RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess (p. 91)— 
エージェントレスコレクタのリ
リースに伴い、新しいポリシー
が利用可能になりました

Application Discovery 
Service、新しい管理ポ
リシーが追加されまし
たAWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccessこ
れは、Application Discovery 
Service に登録して通信したり、
他のユーザーと通信したりする
ためのアクセス権を Agent に付
与します。AWSのサービス。

2022 年 8 月 16 日

Application Discovery Service が
変更の追跡を開始しました

Application Discovery Service が
変更の追跡を開始しましたAWS
マネージドポリシー。

2021 年 3 月 1 日

AWS Application Discovery Service アイデンティティ
ベースのポリシーの例
デフォルトで、IAM ユーザーとロールには Application Discovery Service リソースを作成または変更する
許可がありません。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行す
ることもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペ
レーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続い
て、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
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• ポリシーのベストプラクティス (p. 95)
• Application Discovery Service へのフルアクセスの付与 (p. 95)
• ディスカバリーエージェントへのアクセス権の付与 (p. 96)
• エージェントデータ収集のための許可のののののの与 (p. 96)
• データ探索のための許可のののののの与 (p. 98)
• Migration Hub コンソールのネットワークダイアグラムを使用する権限の付与  (p. 99)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが Application Discovery Service リソースを作成、
アクセス、または削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント 
に追加料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする
際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Application Discovery Service へのフルアクセスの付与
AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess マネージドポリシーは、Application Discovery Service API と 
Migration Hub API へのアクセス権を IAM ユーザーアカウントに付与します。

このポリシーがそのアカウントにアタッチされている IAM ユーザーは、Application Discovery Service の
設定、エージェントの起動と停止、エージェントレス検出の開始と停止、および AWS Discovery Service 
データベースからのデータのクエリを行うことができます。このポリシーの詳細については、「AWS の 
AWS Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91)」を参照してください。
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Example AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess ポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "mgh:*", 
                "discovery:*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ディスカバリーエージェントへのアクセス権の付与
AWSApplicationDiscoveryAgentAccess マネージドポリシーは、Application Discovery Service に登録し
て通信するためのアクセス権を Application Discovery Agent に付与します。このポリシーの詳細について
は、「AWS の AWS Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91)」を参照してください。

このポリシーは、その認証情報が Application Discovery Agent で使用されるすべてのユーザーにアタッチ
してください。

このポリシーは、ユーザーに Arsenal へのアクセス権も付与します。Arsenal は、AWS で管理およびホス
トされるエージェントサービスです。Arsenal は、クラウド内で Application Discovery Service にデータを
転送します。

Example AWSApplicationDiscoveryAgentAccess ポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "arsenal:RegisterOnPremisesAgent" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

エージェントデータ収集のための許可のののののの与
ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRoleポリシーは、Application Discovery Service エー
ジェントによって収集されたデータを変換して、AWSアカウント内の Amazon S3 バケットに配信するた
めの Amazon Kinesis Data Firehose ストリームを作成することをAWS Application Discovery Serviceに許
可します。

さらに、このポリシーでは、AWS Glueapplication_discovery_service_databaseエージェントが
収集したデータをマッピングするための新しいデータベースとテーブルスキーマを含むデータカタログを
作成します。
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このポリシーの使用方法については、「AWS の AWS Application Discovery Service 管理ポリ
シー (p. 91)」を参照してください。

Example ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRoleポリシー

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "glue:CreateDatabase", 
                "glue:UpdateDatabase", 
                "glue:CreateTable", 
                "glue:UpdateTable", 
                "firehose:CreateDeliveryStream", 
                "firehose:DescribeDeliveryStream", 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "firehose:DeleteDeliveryStream", 
                "firehose:PutRecord", 
                "firehose:PutRecordBatch", 
                "firehose:UpdateDestination" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutBucketLogging", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*/*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutRetentionPolicy" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose", 
            "Condition": { 
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                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": "firehose.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": "firehose.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]         
}

データ探索のための許可のののののの与
Amazon Athena でのデータ探索を使用するには、 AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy ポリ
シーが必要です。これは、Application Discovery Service から収集されたデータを Amazon S3 に書き込
むことを Amazon Kinesis Data Firehose に許可します。このポリシーの使用方法については、「の作成 
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose ロール (p. 93)」を参照してください。

Example AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:GetTableVersions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*", 
                "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose:log-stream:*" 
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            ] 
        } 
    ]
}

Migration Hub コンソールのネットワークダイアグラムを使用す
る権限の付与
Application Discovery Service または Migration Hub へのアクセスを許可または拒否するアイデンティティ
ベースのポリシーを作成するときに、AWS Migration Hubコンソールネットワークダイアグラムへのアク
セスを許可するには、discovery:GetNetworkConnectionGraphポリシーにアクションを追加する必
要がある場合があります。

ポリシーに次の両方が当てはまる場合は、discovery:GetNetworkConnectionGraphアクションを新
しいポリシーで使用するか、古いポリシーを更新する必要があります。

• このポリシーは、Application Discovery Service またはMigration Hub へのアクセスを許可または拒否し
ます。

• このポリシーでは、discovery:action-nameではなく、など、もう 1discovery:* つの特定の検出
アクションを使用してアクセス権限を付与します。

次の例に、IAMdiscovery:GetNetworkConnectionGraph ポリシーでアクションを使用する方法を示
します。

Example

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["discovery:GetNetworkConnectionGraph"], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Migration Hub ネットワークダイアグラムについては、「マイMigration Hub でのネットワーク接続の表
示」を参照してください。

Application Discovery Service 用のサービスリンク
ロールの使用
AWS Application Discovery Service は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされ
たロールを使用します。サービスリンクロールは、Application Discovery Service に直接リンクされた一意
のタイプの IAM ロールです。サービスリンクロールは Application Discovery Service によって事前定義さ
れており、サービスがユーザーに代わって AWS の他のサービスを呼び出すために必要となるすべての許
可が含まれています。

必要な許可を手動で追加する必要がないため、サービスリンクロールは Application Discovery Service の
セットアップを容易にします。サービスリンクロールの許可を定義するのは Application Discovery Service 
で、別段の定義がない限り、Application Discovery Service のみがそのロールを引き受けることができま
す。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可ポリシーを他のIAM エ
ンティティにアタッチすることはできません。
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サービスリンクロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。このため、リソース
にアクセスする許可を不注意に削除することが不可能になり、Application Discovery Service リソースが保
護されます。

トピック
• Application Discovery Service 用のサービスリンクロール許可 (p. 100)
• Application Discovery Service 用のサービスリンクロールの作成 (p. 102)
• Application Discovery Service 用のサービスリンクロールの削除 (p. 103)

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携するAWS サービ
ス」を参照して、サービスにリンクされたロール列がはいになっているサービスを見つけてください。そ
のサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示するには、リンクが設定されて
いる [はい] を選択します。

Application Discovery Service 用のサービスリンクロール許可
Application Discovery Service では、[] と呼ばれるサービスにリンクされたロールを使用しま
すAWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport— へのアクセスを有効にするAWSに
よって使用または管理されるサービスとリソースAWS Application Discovery Service。

- AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport サービスにリンクされたロールは、
ロールの引き受けについて以下のサービスを信頼します。

• continuousexport.discovery.amazonaws.com

このロール許可ポリシーは、Application Discovery Service が以下のアクションを完了することを許可しま
す。

glue

CreateDatabase

UpdateDatabase

CreateTable

UpdateTable
firehose

CreateDeliveryStream

DeleteDeliveryStream

DescribeDeliveryStream

PutRecord

PutRecordBatch

UpdateDestination
s3

CreateBucket

ListBucket

GetObject
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ログ

CreateLogGroup

CreateLogStream

PutRetentionPolicy
iam

PassRole

これは、上記のアクションが適用されるリソースを示す全ポリシーです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "glue:CreateDatabase", 
                "glue:UpdateDatabase", 
                "glue:CreateTable", 
                "glue:UpdateTable", 
                "firehose:CreateDeliveryStream", 
                "firehose:DescribeDeliveryStream", 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "firehose:DeleteDeliveryStream", 
                "firehose:PutRecord", 
                "firehose:PutRecordBatch", 
                "firehose:UpdateDestination" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutBucketLogging", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*/*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutRetentionPolicy" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
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            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": "firehose.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": "firehose.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Service-Linked Role Permissions」(サービスリンクロールのアクセス権限) を参照してください。

Application Discovery Service 用のサービスリンクロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。- 
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport サービスにリンクされたロールは、a) 
[Start data viceContinue] を選択した後に [Data Collectors] ページから表示されるダイアログボックスのオ
プションを確認する、または b) StartContinuousExport を使用する APIAWSCLI。

Important

このサービスリンクロールは、このロールでサポートされている機能を使用する別のサービスで
アクションが完了した場合にアカウントに表示されます。詳細については、「IAM アカウントに
表示される新しいロール」を参照してください。

Migration Hub コンソールからのサービスリンクロールの作成

Migration Hub コンソールを使用して、 AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport 
サービスにリンクされたロール

サービスリンクロールを作成する (コンソール)

1. ナビゲーションペインで、[Data Collectors] (データコレクタ) を選択します。
2. [Agents] (エージェント) タブを選択します。
3. [Data exploration in Athena] (Athena でのデータ探索) スライダーをオンに切り替えます。
4. 前のステップで作成したダイアログボックスで、関連するコストに同意するチェックボックスをオン

にして、[Continue (続行)] または [Enable (有効)] を選択します。
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からのサービスリンクロールの作成AWS CLI

から Application Discovery Service のコマンドを使用できますAWS Command Line Interfaceを作成するに
は AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExportサービスにリンクされたロール

このサービスリンクロールは、AWS CLI から Continuous Export を開始すると、自動的に作成されます 
(その前に AWS CLI を環境にインストールしておく必要があります)。

AWS CLI から Continuous Export を開始することによってサービスリンクロールを作成する (CLI)

1. オペレーティングシステム (Linux、macOS、または Windows) 用の AWS CLI をインストールしま
す。手順については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

2. コマンドプロンプト (Windows) またはターミナル (Linux/macOS) を開きます。

a. aws configure を入力して、[Enter] を押します。
b. を入力しますAWSアクセスキー ID とAWSシークレットアクセスキー。
c. デフォルトのリージョン名として「us-west-2」と入力します。
d. デフォルトの出力形式として「text」と入力します。

3. 次のコマンドを入力します。

aws discovery start-continuous-export

[Discovery Service – Continuous Export] ユースケースでは、IAM コンソールを使
用してサービスリンクロールを作成することもできます。IAM CLI または IAM API 
で、continuousexport.discovery.amazonaws.com サービス名でサービスリンクロールを作成しま
す。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」を参照してくださ
い。このサービスリンクロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度ロールを作成で
きます。

Application Discovery Service 用のサービスリンクロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする必
要があります。

サービスリンクロールのクリーンアップ

IAM を使用してサービスリンクロールを削除するには、最初にそのロールで使用されているリソースをす
べて削除する必要があります。

Note

リソースを削除しようとするときに Application Discovery Service がこのロールを使用している
場合、削除が失敗する可能性があります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してく
ださい。

が使用する Application Discovery Service リソースを削除する 
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport Migration Hub コンソールから
のサービスリンクロール

1. ナビゲーションペインで、[Data Collectors] (データコレクタ) を選択します。
2. [Agents] (エージェント) タブを選択します。
3. [Data exploration in Athena] (Athena でのデータ探索) スライダーをオフに切り替えます。
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が使用する Application Discovery Service リソースを削除する 
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport からのサービスリンクロール
AWS CLI

1. オペレーティングシステム (Linux、macOS、または Windows) 用の AWS CLI をインストールしま
す。手順については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

2. コマンドプロンプト (Windows) またはターミナル (Linux/macOS) を開きます。

a. aws configure を入力して、[Enter] を押します。
b. を入力しますAWSアクセスキー ID とAWSシークレットアクセスキー。
c. デフォルトのリージョン名として「us-west-2」と入力します。
d. デフォルトの出力形式として「text」と入力します。

3. 次のコマンドを入力します。

aws discovery stop-continuous-export --export-id <export ID>

• 停止する継続的なエクスポートのエクスポート ID がわからない場合は、次のコマンドを入力して
継続的なエクスポートの ID を確認します。

aws discovery describe-continuous-exports

4. 以下のコマンドを入力し、返されるステータスが「INACTIVE」であることを検証して、Continuous 
Export が停止されたことを確認します。

aws discovery describe-continuous-export

サービスリンクロールを手動で削除する

を削除できます AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport IAM コンソール、IAM 
CLI、または IAM API を使用したサービスにリンクされたロール このサービスリンクロールを必要とする 
Discovery Service – Continuous Export 機能を使用する必要がなくなった場合は、そのロールを削除する
ことをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエンティ
ティを排除できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの削除」
を参照してください。

Note

削除する前に、まずサービスリンクロールをクリーンアップする必要があります。「サービスリ
ンクロールのクリーンアップ (p. 103)」を参照してください。

 

 

AWS Application Discovery Service のアイデンティ
ティとアクセスのトラブルシューティング
以下の情報を使用して、Application Discovery Service と IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な
問題の診断と修正に役立てます。

トピック
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 105)

104

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#delete-service-linked-role


AWS Application Discovery Service ユーザーガイド
AWS Application Discovery Service での記録とモニタリング

iam を実行する権限がないPassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Application Discovery Service にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下のエラー例は、marymajor という名前の IAM ユーザーがコンソールを使用して Application 
Discovery Service でアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービス
が実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービス
に渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

AWS Application Discovery Service での記録とモニ
タリング

AWS Application Discovery Service は AWS CloudTrail と統合されています。ではを使用できます。 
CloudTrail トラブルシューティングと監査を目的としたアカウントアクティビティのロギングと継続的
なモニタリングを行い、保持します。 CloudTrail のイベント履歴を記すAWSアカウントアクティビティ
（を通じて実行されたアクションを含む）AWSマネジメントコンソール、AWSSDK とコマンドライン
ツール。このセクションのトピックでは、を使用する方法について説明します。 CloudTrail でApplication 
Discovery Service

トピック
• AWS CloudTrail を使用した Application Discovery Service API コールのロギング (p. 105)

AWS CloudTrail を使用した Application Discovery 
Service API コールのロギング
AWS Application Discovery Serviceはと統合されていますAWS CloudTrail、ユーザーやロール、または
AWSApplication Discovery Service サービスのサービス CloudTrail は、Application Discovery Service に対
するすべての API コールをイベントとしてキャプチャします キャプチャされたコールには、Application 
Discovery Service コンソールからのコールと、Application Discovery Service API オペレーションへのコー
ドコールが含まれます。

証跡を作成する場合は、の継続的な配信を有効にすることができます CloudTrail Amazon S3 バケット
に対するイベント (Application Discovery Service のイベントなど)。証跡を設定しない場合でも、最新
のイベントは CloudTrail コンソールインイベントの履歴。によって収集された情報の使用 CloudTrailで
は、Application Discovery Service に対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。

詳細を確認するトピック CloudTrail、「」を参照してください。AWS CloudTrailユーザーガイド。
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でApplication Discovery Service CloudTrail
CloudTrail で有効になっているAWSアカウント作成時にアカウントを作成してください。Application 
Discovery Service サービスでアクティビティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail 他のイベン
トと一緒にAWSのサービスイベントイベントの履歴。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、
ダウンロードできます。詳細については、次を参照してください。でイベントを表示 CloudTrail イベント
履歴。

Application Discovery Service のイベントなど、AWS アカウントでのイベントの継続的な記録について
は、証跡を作成します。あるトレイル可能にする CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信
します。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用
されます。追跡は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した 
Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、その他を設定できます。AWSで収集された
データをより詳細に分析し、それに基づく対応のためのサービス CloudTrail ログ。詳細については、次を
参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 受信 CloudTrail 複数のリージョンのログファイルそして受信 CloudTrail 複数のアカウントのログファイ

ル

Application Discovery Service アクションはすべてによりログに記録 CloudTrail そして文書化されていま
すApplication Discovery Service。たとえば、に対する呼び出しはCreateTags,DescribeTags、およ
びGetDiscoverySummaryアクションはエントリを生成します CloudTrail ログファイル。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

Application Discovery Service ログファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリがあります。イベントは、任意の
ソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関
する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックト
レースではないため、特定の順序では表示されません。

以下に、 CloudTrail を示すログエントリDescribeTagsアクション。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAJBHMC4H6EKEXAMPLE:sample-user", 
        "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/ReadOnly/sample-user", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
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            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDAJQABLZS4A3QDU576Q", 
                "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/ReadOnly", 
                "accountId": "444455556666", 
                "userName": "sampleAdmin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-05-05T15:19:03Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2020-05-05T17:02:40Z", 
    "eventSource": "discovery.amazonaws.com", 
    "eventName": "DescribeTags", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "20.22.33.44", 
    "userAgent": "Coral/Netty4", 
    "requestParameters": { 
        "maxResults": 0, 
        "filters": [ 
            { 
                "values": [ 
                    "d-server-0315rfdjreyqsq" 
                ], 
                "name": "configurationId" 
            } 
        ] 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "mgh-console-eb1cf315-e2b4-4696-93e5-b3a3b9346b4b", 
    "eventID": "7b32b778-91c9-4c75-9cb0-6c852791b2eb", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
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AWS Application Discovery Service 
のクォータ

Service Quotas コンソールには、AWS Application Discovery Service のクォータに関する情報が表示され
ます。Service Quotas コンソールを使用して、デフォルトのサービスクォータを表示したり、調整可能な
クォータのクォータの引き上げをリクエストしたりすることができます。

現在、引き上げ可能なクォータはアカウントあたりのインポート済みサーバー数のみです。

Application Discovery Service には、以下のデフォルトクォータがあります。

• アカウントあたりのアプリケーション数 1,000 個。

このクォータに到達しているが、新しいアプリケーションをインポートしたいという場合
は、DeleteApplications API アクションを使用して既存のアプリケーションを削除できます。詳細
については、Application Discovery Service API リファレンスの「DeleteApplications」を参照してくださ
い。

• 各インポートファイルの最大ファイルサイズ 10 MB。
• アカウントあたりのインポート済みサーバーレコード数 25,000 個。
• 1 日あたりのインポートレコードの削除数 25,000 個。
• アカウントあたりのインポート済みサーバー数 10,000 台 (このクォータは引き上げをリクエストできま

す)。
• データを収集して Application Discovery Service に送信しているアクティブエージェント数 1,000 個。
• 応答しているがデータは収集していない非アクティブエージェント数 10,000 個。
• アプリケーションあたりのサーバー数 400 台。
• サーバーごとのタグ数 30 個。
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AWS Application Discovery Service 
のトラブルシューティング

このセクションでは、AWS Application Discovery Service の一般的な問題の修正方法について説明しま
す。

トピック
• データ探索によるデータ収集を停止する (p. 109)
• データ探索によって収集されたデータを削除する (p. 110)
• Amazon Athena でのデータ探索に関する一般的な問題の修正 (p. 111)
• 失敗したインポートジョブのトラブルシューティング (p. 113)

データ探索によるデータ収集を停止する
データ探索を停止するには、Migration Hub コンソールの [検出] > [データコレクター] > [エージェン
ト] タブでトグルスイッチをオフにするか、StopContinuousExport API を呼び出します。データ
収集が停止するまでに最大 30 分かかることがあります。この段階では、コンソールのトグルスイッチ
とDescribeContinuousExport API 呼び出しにより、データ探索の状態が「Stop In Progress」と表示
されます。

Note

コンソールページをリフレッシュした後、切り替えのスイッチがオフにならずエラーメッセージ
がスローされるか、DescribeContinuousExport API が、「Stop_Failed」を返す場合は、再
度コンソールでトグルスイッチをオフにするか StopContinuousExport API を呼び出します。
「データ探索」で、引き続きエラーが表示され、正常に停止できない場合は、AWS Support にお
問い合わせください。

または、次の手順で説明されているようにデータ収集を手動で停止できます。

オプション 1: エージェントデータ収集の停止

ADS エージェントを使用した検出がすでに完了していて、ADS データベースリポジトリで追加データを
さらに収集しない場合:

1. Migration Hub コンソールから、[Discover] (検出) > [Data Collectors] (データコレクタ) > [Agents] 
(エージェント) タブの順に選択します。

2. 実行中の既存のすべてのエージェントを選択して、[Stop Data Collection (データ収集の停止)] を選択
します。

これにより、ADS データリポジトリおよび S3 バケットの両方で、エージェントにより、新しいデー
タが収集されていないことを確認できます。既存のデータには引き続きアクセスできます。

オプション 2: データ探索の Amazon Kinesis Data Streams を削除する

ADS データリポジトリでのエージェントによるデータの収集は継続したいが、データ探索を使用した 
Amazon S3 バケット内でのデータの収集は行いたくないという場合は、データ探索によって作成された 
Amazon Kinesis Data Firehose ストリームを手動で削除できます。
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1. AWS コンソールから Amazon Kinesisにログインして、ナビゲーションペインから [Data Firehose] を
選択します。

2. データ探索機能によって作成された次のストリームを削除します。

• aws-application-discovery-service-id_mapping_agent
• aws-application-discovery-service-inbound_connection_agent
• aws-application-discovery-service-network_interface_agent
• aws-application-discovery-service-os_info_agent
• aws-application-discovery-service-outbound_connection_agent
• aws-application-discovery-service-processes_agent
• aws-application-discovery-service-sys_performance_agent

データ探索によって収集されたデータを削除する
データ探索によって収集されたデータを削除するには

1. Amazon S3 に保存されている Discovery Agent データを削除します。

AWS Application Discovery Service(ADS) によって収集されたデータは、という名前の S3 バケットに
保存されますaws-application-discover-discovery-service-uniqueid。

Note

Amazon Athena でのデータ探索が有効になっているときに Amazon S3 バケット、またはバ
ケット内のオブジェクトのいずれかを削除すると、エラーが発生します。引き続き新しい検
出エージェントデータを S3 に送信します。削除されたデータには、Athena でもアクセスで
きなくなります。

2. AWS Glue Data Catalog を削除します。

Amazon Athena でのデータ探索を有効にすると、ADS エージェントが定期的な間隔で収集する
データを保存するための Amazon S3 バケットがアカウント内に作成されます。さらに、Amazon 
Athena から Amazon S3 バケットに保存されたデータをクエリすることを可能にする AWS Glue 
Data Catalog も作成されます。Amazon Athena でのデータ探索を無効にすると、Amazon S3 に新
しいデータは保存されませんが、以前に収集されたデータは保持されます。このデータが不要にな
り、Amazon Athena でのデータ探索が有効になる前の状態に戻す場合は、以下を実行します。

a. AWSコンソールから Amazon S3 アクセスして、「aws-application-discover-discovery-service-
uniqueid」という名前のバケットを手動で削除します。

b. application-discovery-service-databaseデータベースと次のテーブルをすべて削除することで、
データ探索のAWS Glue Data Catalog を手動で削除できます。

• os_info_agent
• network_interface_agent
• sys_performance_agent
• processes_agent
• inbound_connection_agent
• outbound_connection_agent
• id_mapping_agent

AWS Application Discovery Service からのデータの削除

Application Discovery Service Agent からすべてのデータを削除するには、AWSSupport に連絡して、全
データの削除を依頼してください。
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Amazon Athena でのデータ探索に関する一般的な
問題の修正

このセクションでは、Amazon Athena でのデータ探索で発生する一般的な問題を修正する方法に関する情
報を提供します。

トピック
• AWSサービスにリンクされたロールと必要なリソースを作成できないため、Amazon Athena でのデー

タ探索が開始されない (p. 111)
• 新しいエージェントデータが Amazon Athena に表示されない (p. 111)
• Amazon S3、Amazon Kinesis Data Firehose、またはにアクセスするために十分な許可がないAWS 

Glue (p. 112)

AWSサービスにリンクされたロールと必要なリソース
を作成できないため、Amazon Athena でのデータ探
索が開始されない
Amazon Athena でのデータ探索を有効にすると、サービスリンクロールがアカウント内
に作成されます。これは、Amazon S3 バケット、Amazon Kinesis Streams、およびな
ど、エージェントが収集したデータへの Amazon Athena でのアクセスを可能にするため
に必要なAWSAWS Glue Data Catalogリソースの作成を許可するサービスリンクロールで
す。AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExportAmazon Athena での
データ探索がこのロールを作成するための適切な許可がアカウントにない場合は、初期化が失敗します。
「AWS の AWS Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91)」を参照してください。

新しいエージェントデータが Amazon Athena に表示
されない
新しいデータが Athena に流れず、エージェントが起動してから 30 分以上が経過していて、データ探索の
ステータスが Active になっている場合は、以下にリストされているソリューションをチェックしてくださ
い。

• AWSDiscovery Agent

エージェントの [Collection] (収集) ステータスが [Started] (開始済み) になっており、[Health]] （ヘルス) 
ステータスが [Running] (実行中) になっていることを確認します。

• Kinesis ロール

アカウントに AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose ロールがあることを確認します。

• Kinesis Data Firehose のステータス

以下の Kinesis Data Firehose 配信ストリームが正常に動作していることを確認します。
• aws-application-discovery-service/os_info_agent

• aws-application-discovery-service-network_interface_agent

• aws-application-discovery-service-sys_performance_agent
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はにアクセスするために十分な許可がないAWS Glue

• aws-application-discovery-service-processes_agent

• aws-application-discovery-service-inbound_connection_agent

• aws-application-discovery-service-outbound_connection_agent

• aws-application-discovery-service-id_mapping_agent

• AWS Glue Data Catalog

AWS Glue に application-discovery-service-database データベースがあることを確認しま
す。AWS Glue に以下のテーブルが存在することを確認します。
• os_info_agent

• network_interface_agent

• sys_performance_agent

• processes_agent

• inbound_connection_agent

• outbound_connection_agent

• id_mapping_agent

• Amazon S3 バケット

アカウントに aws-application-discovery-service-uniqueid という名前の Amazon S3 バケッ
トがあることを確認します。バケット内のオブジェクトが移動または削除された場合、それらは Athena 
で適切に表示されません。

• オンプレミスサーバー

サーバーが実行されていて、エージェントが AWS Application Discovery Service にデータを収集して送
信できることを確認します。

Amazon S3、Amazon Kinesis Data Firehose、または
にアクセスするために十分な許可がないAWS Glue
を使用していてAWS Organizations、Amazon Athena でのデータ探索の初期化が失敗する場合
は、Amazon S3、Amazon Kinesis Data Firehose、Athena、またはにアクセスするために十分な許可がな
いことが理由である可能性がありますAWS Glue。

これらのサービスに対するアクセス権を付与するには、管理者権限を持つ IAM ユーザーが必要です。
管理者は、このアクセス権限を付与するために、ユーザーのアカウントを使用できます。AWS の AWS 
Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91) を参照してください。

Amazon Athena でのデータ探索が正しく動作することを確実するため、Amazon S3 バケット、Amazon 
Kinesis Data Firehose ストリーム、およびなどの Amazon Athena でのデータ探索によって作成された
AWSリソースを変更したり削除したりしないでくださいAWS Glue Data Catalog。これらのリソースを
誤って削除または変更してしまった場合は、データ探索を停止して起動すると、これらのリソースが自動
的に再作成されます。データ探索によって作成された Amazon S3 バケットを削除した場合、バケット内
に収集されたデータが失われる場合があります。
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失敗したインポートジョブのトラブルシューティン
グ

Migration Hub のインポートを使用すると、Discovery Connector または Discovery Agent を使用せずに、
オンプレミス環境の詳細情報を Migration Hub に直接インポートできます。そのため、インポートデータ
を使用して、直接、移行の評価および計画を行うこともできます。デバイスをアプリケーションとしてグ
ループ化し、それらの移行ステータスを追跡することもできます。

データをインポートする際、エラーが発生する可能性があります。通常、これらのエラーは、次のいずれ
かの原因により発生します。

• インポート関連のクォータに到達した – インポートタスクに関連付けられたクォータがあります。その
クォータを超えるインポートタスクリクエストを行った場合、そのリクエストは失敗し、エラーが返さ
れます。詳細については、「AWS Application Discovery Service のクォータ (p. 108)」を参照してくだ
さい。

• 余分なカンマ (,) がインポートファイルに挿入されている – .CSV ファイル内のカンマは、フィールドと
後続のフィールドを区別するために使用されます。フィールド内にカンマを入れることはサポートされ
ていません。カンマを入れるとフィールドが分割されます。これが原因で、フォーマットエラーのカス
ケードが生じることがあります。カンマはフィールド間でのみ使用され、インポートファイルで使用す
ることはできません。

• フィールドにサポート範囲外の値が含まれている – CPU.NumberOfCores など、一部のフィールドには
サポートする値の範囲が必要です。サポートされている範囲よりも多い、または少ない場合、レコード
はインポートされません。

インポートリクエストでエラーが発生した場合は、インポートタスクの失敗したレコードをダウンロード
してそれらを解決し、失敗したエントリの CSV ファイルでエラーを解決してから再度インポートします。

Console

失敗したレコードのアーカイブをダウンロードするには

1. AWS Management Console にサインインして、Migration Hub コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/migrationhub) を開きます。

2. 左側のナビゲーションペインの [Discover (検出)] で [Tools (ツール)] を選択します。
3. [検出ツール] から、[view imports (インポートの表示)] を選択します。
4. [インポート] ダッシュボードから、[失敗したレコード] をいくつか含むインポートリクエストに

関連付けられたラジオボタンを選択します。
5. ダッシュボードのテーブルの上から、[失敗したレコードのダウンロード] を選択します。これに

より、アーカイブファイルをダウンロードするためのブラウザのダウンロードダイアログボック
スが開きます。

AWS CLI

失敗したレコードのアーカイブをダウンロードするには

1. ターミナルウィンドウを開いて、次のコマンドを入力します。ここで、ImportName is 
the name of the import task with the failed entries that you want to 
correct.

aws discovery describe-import-tasks - -name ImportName

2. 出力から、errorsAndFailedEntriesZip で返る値の内容全体をコピーします (引用符で囲ま
ない)。
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3. ウェブブラウザを開き、その内容を URL のテキストボックスに貼り付け、ENTER を押します。
これにより、失敗したレコードのアーカイブ (.zip 形式で圧縮) がダウンロードされます。

失敗したレコードのアーカイブがダウンロードされました。次に、中の 2 つのファイルを抽出してエラー
を修正します。エラーがサービスベースの制限に関連付けられている場合は、制限の引き上げをリクエス
トするか、アカウントを制限以下にするのに十分な関連リソースを削除する必要があります。アーカイブ
には次のファイルがあります。

• errors-file.csv – このファイルはエラーログで、失敗した各エントリの失敗した各レコードに関する行、
列名、ExternalId、および説明的なエラーメッセージを追跡します。

• failed-entries-file.csv — このファイルには、元のインポートファイルからの失敗したデータのみが含ま
れています。

non-limit-based 発生したエラーを修正するには、failed-entries-file.csvを使用してファイル内の
問題を修正し、そのファイルをインポートします。errors-file.csvファイルのインポート手順につい
ては、「データのインポート (p. 48)」を参照してください。
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AWS Application Discovery Service 
のドキュメント履歴

最新のユーザーガイドドキュメントの更新: 2022 年 8 月 16 日

次の表では、の重要な変更点をまとめたものです。Application Discovery Service2019 年 1 月 18 日以降。
ドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。

変更 説明 日付

Application Discovery 
Service (p. 115)

Application Discovery Service 
エージェントレスコレクター 
(エージェントレスコレクター) 
が新登場AWS Application 
Discovery Serviceエージェントレ
スな方法でオンプレミス環境に関
する情報を収集するオンプレミス
アプリケーション。オンプレミス
環境への移行を効果的に計画する
のに役立ちますAWS クラウド。
詳細については、次を参照してく
ださい。エージェントレスコレク
ター。

2022 年 8 月 16 日

IAM 更新 (p. 115) -AWS Identity and Access 
Management(IAM)discovery:GetNetworkConnectionGraphア
クションがへのアクセス許可で
利用可能になりました。AWS 
Migration Hubアイデンティティ
ベースのポリシーを作成する際の
コンソールネットワークダイアグ
ラム。詳細については、次を参照
してください。ネットワークダイ
アグラムを使用する権限の付与。

2022 年 5 月 24 日

ホームリージョンをご紹介しま
す。 (p. 115)

Migration Hub ホームリージョン
は、ポートフォリオ全体に関する
検出および移行計画情報の単一リ
ポジトリと、複数への移行の単一
リポジトリを提供します。AWS
リージョン。

2019 年 11 月 20 日

Migration Hub インポート機能の
紹介 (p. 115)

Migration Hub のインポートで
は、サーバーの仕様や使用率デー
タなどのオンプレミスのサーバー
およびアプリケーションに関する
情報を Migration Hub にインポー
トすることができます。このデー
タを使用して、アプリケーショ
ン移行のステータスを追跡するこ
ともできます。詳細については、
「Migration Hub のインポート」
を参照してください。

2019 年 1 月 18 日
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次の表では、ドキュメントのリリースを説明しています。Application Discovery Service2019 年 1 月 18 日
まで:

変更 説明 日付

新機能 Amazon Athena でのデータ探索
をサポートするためにドキュメン
トを更新し、トラブルシューティ
ングの章を追加しました。

2018 年 8 月 09 日

主な改訂 使用と出力に関する詳細を書き直
し、ドキュメント全体を再構成し
ました。

2018 年 5 月 25 日

検出エージェント 2.0 新しく改善したアプリケーション
検出エージェントをリリースしま
した。

2017 年 10 月 19 日

コンソール AWS Management Console が追
加されました。

2016 年 19 月 12 日

エージェントレス検出 このリリースでは、エージェント
レス検出のセットアップおよび設
定方法について説明しています。

2016 年 7 月 28 日

Microsoft Windows Server の新し
い詳細とコマンド問題の修正

この更新では、Microsoft 
Windows Server の詳細を追加し
ています。また、さまざまなコマ
ンド問題の修正について説明して
います。

2016 年 5 月 20 日

初版発行 これは Application Discovery 
Service ユーザーガイドの初回リ
リースです。

2016 年 12 月 5 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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付録
このセクションには、に関する補足情報が含まれています。AWS Application Discovery Service。

トピック
• 付録: ディスカバリーコネクタからエージェントレスコレクタへの移行 (p. 118)
• 付録:AWS エージェントレスDiscovery Connector (p. 118)

付録: ディスカバリーコネクタからエージェントレ
スコレクタへの移行

このセクションでは、からの移行方法について説明します。AWSエージェントレス検出コネクタ (ディス
カバリーコネクタ) からApplication Discovery Service エージェントレスコレクタ (エージェントレスコレ
クタ) へ。

現在 Discovery Connector を使用しているすべてのお客様に、新しいエージェントレスコレクタに移行
することをお勧めします。お客様が現在Discovery Connectorを使用している場合は、2023年8月31日
まで引き続き使用できます。この日以降、データは次の宛先に送信されますAWS Application Discovery 
Serviceディスカバリーによるコネクタは処理されません。今後、Application Discovery Service Agentless 
Collectorは、以下の方法でエージェントレスデータ収集のための検出ツールとしてサポートされま
す。AWS Application Discovery Service。

エージェントレスコレクタの使用を開始する方法については、「」を参照してください。エージェントレ
スコレクタの開始方法 (p. 21)。

エージェントレスコレクタがデプロイされたら、Discovery Connector 仮想マシンを削除できます。以前に
収集されたすべてのデータは、次の場所で引き続き利用できます。AWS Migration Hub(Migration Hub)。

付録:AWS エージェントレスDiscovery Connector
Important

現在 Discovery Connector を使用しているすべてのお客様に、新しい Agentless Collector に移行
することをお勧めします。お客様が現在Discovery Connectorを使用している場合は、2023年8月
31日まで引き続き使用できます。この日以降、データは次の宛先に送信されますAWS Application 
Discovery Serviceディスカバリーによるコネクタは処理されません。今後、Application Discovery 
Service Agentless Collectorは、以下の方法でエージェントレスデータ収集のための検出ツールと
してサポートされます。AWS Application Discovery Service。詳細については、「付録: ディスカ
バリーコネクタからエージェントレスコレクタへの移行 (p. 118)」を参照してください。

-AWSAgentless Discovery Connector (Discovery Connector) は、VMware 仮想マシン (VM) に関する情
報のみを収集できる VMware アプライアンスです。Open Virtualization Archive (OVA) ファイルを使用
して VMware vCenter Server 環境に VM として Discovery Connector をインストールします。Discovery 
Connector は、オペレーティングシステムの種類を問わず、VMware メタデータに基づいてサーバー情報
を収集するため、オンプレミスインフラストラクチャの初回評価の所要時間を最小限に抑えます。

Discovery Connector をデプロイする前に、Migration Hub ホームリージョンを選択する必要があります。
コネクタはホームリージョンに登録する必要があります。ディスカバリーコネクタをデプロイして設定す
ると、ディスカバリーコネクタはAWS Application Discovery Service(Application Discovery Service) エン
ドポイントにアクセスし、一定の間隔 (約 60 分ごと) で設定情報についてサーバーを ping します。
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• 例:もしeu-central-1お住まいの地域ですか、登録されていますarsenal-discovery.eu-
central-1.amazonaws.comApplication Discovery Service

• または、必要に応じて us-west-2 を除く他のすべてのリージョンをホームリージョンに置き換えてくだ
さい。

• もしus-west-2お住まいの地域ですか、登録されていますarsenal.us-
west-2.amazonaws.comApplication Discovery Service

仕組み

登録後、コネクタが VMware vCenter Server に接続し、この特定の vCenter が管理するすべての VM とホ
ストに関するデータを収集します。収集されたデータは、Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化を使用して 
Application Discovery Service に送信されます。コネクタは、コネクタの新しいバージョンが利用可能にな
ると自動的にアップグレードするように設定されています。この設定はいつでも変更できます。

トピック
• Discovery Connector によって収集されたデータ (p. 119)
• Discovery Connector をダウンロードする (p. 121)
• Discovery Connector をデプロイする (p. 122)
• AWS Discovery Connector を設定する (p. 123)
• Discovery Connector のデータ収集 (p. 126)
• Discovery Connector のトラブルシューティング (p. 127)

Discovery Connector によって収集されたデータ
Discovery Connector は、VMware vCenter Server ホストと VM に関する情報を収集します。ただし、この
データをキャプチャできるのは、VMware vCenter Server ツールがインストールされている場合に限りま
す。確認するにはAWS使用しているアカウントには、このタスクに必要な権限があります。AWS の AWS 
Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91)。

以下は、Discovery Connector が収集する情報のリストです。

Discovery Connector が収集するデータの表の凡例:

• 収集されたデータは、特に断らない限り、キロバイト (KB) 単位です。
• Migration Hub コンソール内の同等データはメガバイト (MB) 単位で報告されます。
• アスタリスク (*) の付いたデータフィールドは、コネクタの API エクスポート機能から生成される.csv 

ファイルでのみ使用できます。
• ポーリング間隔は約 60 分です。
• データフィールドは二重アスタリスク (**) で表され、現在 null 値を返します。

データフィールド 説明

applicationConfigurationId* VM をグループ化する移行アプリケーションの ID

avgCpuUsagePct ポーリング間隔中の平均 CPU 使用率

avgDiskBytesReadPerSecond ポーリング間隔中にディスクから読み取られた平
均バイト数

avgDiskBytesWrittenPerSecond ポーリング間隔中にディスクに書き込まれた平均
バイト数
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データフィールド 説明

avgDiskReadOpsPerSecond** 1 秒あたりの null の読み取り I/O オペレーションの
平均数

avgDiskWriteOpsPerSecond** 1 秒あたりの書き込み I/O オペレーションの平均数

avgFreeRAM 平均空き RAM (MB 単位)

avgNetworkBytesReadPerSecond 1 秒あたりに読み取られたバイトスループットの平
均値

avgNetworkBytesWrittenPerSecond 1 秒あたりに書き込まれたバイトスループットの平
均値

configId 検出された VM に Application Discovery Service が
割り当てた ID

configType 検出したリソースのタイプ

connectorId Discovery Connector 仮想アプライアンスの ID

cpuType VM の場合は CPU、ホストの場合は実際のモデル

datacenterId vCenter の ID

hostId* VM ホストの ID

hostName 仮想化ソフトウェアを実行しているホストの名前

hypervisor ハイパーバイザーのタイプ

id サーバーの ID

lastModifiedTimeスタンプ* データのエクスポート前の直近にデータを収集し
た日時

macAddress VM の MAC アドレス

manufacturer 仮想化ソフトウェアのメーカー

maxCpuUsagePct ポーリング期間の最大 CPU 使用率

maxDiskBytesReadPerSecond ポーリング期間のディスクから読み取られた最大
バイト数

maxDiskBytesWrittenPerSecond ポーリング期間のディスクに書き込まれた最大バ
イト数

maxDiskReadOpsPerSecond** 読み取り I/O オペレーションの最大数 (1 秒あたり)

maxDiskWriteOpsPerSecond** 書き込み I/O オペレーションの最大数 (1 秒あたり)

maxNetworkBytesReadPerSecond 読み取られたバイトスループットの最大値 (1 秒あ
たり)

maxNetworkBytesWrittenPerSecond 書き込まれたバイトスループットの最大値 (1 秒あ
たり)

memoryReservation* VM へのメモリの超過割り当てを避けるための制限
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データフィールド 説明

moRefId vCenter マネージド型オブジェクトの一意のリファ
レンス ID

name* VM またはネットワークの名前 (ユーザー指定)

numCores CPU 内の独立した処理装置の数

numCpus VM の CPU の数

numDisks** VM のディスクの数

numNetworkCards** VM のネットワークカードの数

osName VM のオペレーティングシステムの名前

osVersion VM のオペレーティングシステムのバージョン

portGroupId* VLAN のメンバーポートのグループの ID

portGroupName* VLAN のメンバーポートのグループの名前

powerState* 電力のステータス

serverId 検出された VM に Application Discovery Service が
割り当てた ID

smBiosId* システム管理 BIOS の ID/バージョン

state* Discovery Connector 仮想アプライアンスのステー
タス

toolsStatus VMware ツールの運用状態 (詳細なリストにつ
いては、「データコレクターの表示と並べ替
え (p. 65)」を参照)

totalDiskSize ディスクの合計容量 (MB 単位)

totalRAM VM で使用可能な RAM の合計量 (MB)

type ホストのタイプ

vCenterId VM 固有の ID 番号

vCenterName* vCenter ホストの名前

virtualSwitchName* 仮想スイッチの名前

vmFolderPath VM ファイルのディレクトリパス

vmName 仮想マシンの名前

Discovery Connector をダウンロードする
ダウンロードし、セットアップして、データ収集を開始する

エージェントレス検出を設定するには、仮想アプライアンスである Discovery Connector をオンプレミ
ス環境内の VMware vCenter Server ホストにダウンロードしてデプロイする必要があります。Discovery 
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Connector は、オンプレミス VMware 環境にインストールする必要がある Open Virtualization Archive 
(OVA) ファイルです。

メモ

Discovery Connector は、VMware vCenter バージョン V5.5、V6.0、V6.5、V6.7、および V7.0 を
サポートしています。

このページの本セクションを初めとした後続のセクションでは、Discovery Connector をダウンロード、デ
プロイ、および設定して、データ収集を開始する手順を学びます。

Discovery Connector OVA ファイルをダウンロードしてチェックサムを検証する

1. VMware 管理者として vCenter にサインインし、Discovery Connector OVA ファイルをダウンロード
するディレクトリに切り替えます。

2. Discovery Connector OVA をダウンロードします。
3. システム環境で使用するハッシュアルゴリズムに応じて、MD5 または SHA256 をダウンロードし、

チェックサム値が含まれているファイルを取得します。この値を使用して、前のステップでダウン
ロードした AWSDiscoveryConnector.ova ファイルを検証します。

4. Linux のバリエーションに応じて、適切なバージョンの MD5 コマンドまたは SHA256 コマンドを実行
して、AWSDiscoveryConnector.ova ファイルの暗号署名が、ダウンロードした各 MD5 / SHA256 
ファイルの値と一致することを確認します。

$ md5sum AWSDiscoveryConnector.ova

$ sha256sum AWSDiscoveryConnector.ova

Discovery Connector をデプロイする

前のセクションでは、AWSOpen VA (OVA) ファイル内のAgentless Discovery Connector。このセクション
では、ダウンロードした Discovery Connector の仕様をリストし、それを VMware 環境にデプロイする方
法を説明します。

Discovery Connector 仮想マシンの仕様

• オペレーティングシステム – FreeBSD 11 (64 ビット)
• RAM – 2 GB
• ディスクストレージ

vCenter で OVA を仮想マシンとしてデプロイすると、vCenter クライアントが以下の 2 つのプロビジョ
ニングオプションを提供します。
• シンプロビジョニング – 約 7.8 GB
• シックプロビジョニング – 約 299.0 GB (推奨オプション)

以下の手順は、VMware 環境で Discovery Connector OVA ファイルをデプロイする方法を順を追って説明
します。

Discovery Connector をデプロイする

1. VMware 管理者として vCenter にサインインします。
2. [File] (ファイル)、[Deploy OVF Template] (OVF テンプレートのデプロイ) の順に選択してから、前の

セクションでダウンロードした OVA ファイルを選択し、ウィザードを完了します。
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3. [Disk Format] ページで、いずれかのシックプロビジョニングディスクタイプを選択します。最高のパ
フォーマンスと信頼性を備えているため、[Thick Provision Eager Zeroed] を選択することをお勧めし
ます。ただし、ディスクのフォーマットに数時間かかります。[Thin Provision] は選択しないでくださ
い。このオプションではデプロイは速くなりますが、ディスクパフォーマンスは大幅に低下します。
詳細については、VMware のドキュメントでサポートされている仮想ディスクのタイプを確認してく
ださい。

4. vSphere クライアントのインベントリツリーで、新しくデプロイされたテンプレートのコンテキスト 
(右クリック) メニューを見つけて開き、[Power]、[Power On] の順に選択します。

5. テンプレートのコンテキスト (右クリック) メニューを再度開き、[Open Console] を選択します。コン
ソールに、コネクタコンソールの IP アドレスが表示されます。IP アドレスをメモしておきます。コ
ネクタのセットアッププロセスを完了するために必要になります。

AWS Discovery Connector を設定する
セットアッププロセスを完了するには、次の手順と、必要に応じてオプションのコネクタ設定タスクを実
行します。

メモ

手順を開始する前に、Migration Hub ホームリージョ、まだの場合は。

コンソールを使用してコネクタを設定する

1. ウェブブラウザのアドレスバーに URL https://<ip_address>/ を入力します。この ip_address
は、先ほど保存したコネクタコンソールの IP アドレスです。

2. 選択してください今すぐ使用開始その後、指示に従って以下の設定ページを完了します。ライセンス
契約,パスワードの作成、およびネットワーク情報

3. [Log Uploads and Upgrades] (ログのアップロードとアップグレード) ページでは、[Upload logs 
automatically] (ログの自動アップロード) をオンにすることをお勧めします。自動アップロードを通じ
てログが利用可能になっていると、AWSコネクタの問題のトラブルシューティングに役立ちます。

-AWSAgentless Discovery Connectorこの機能は、デフォルトでご利用になれます。コネクタの最
新バージョンを実行すると、最新のセキュリティパッチがインストールされます。自動アップグ
レードはいつでも無効にできます。「AWS Discovery Connector での自動アップグレードの無効
化 (p. 125)」を参照してください。

4. [Discovery Connector Set Up] (Discovery Connector のセットアップ) ページで以下を実行します。

a. [vCenter 認証情報の設定] で、次の操作を行います。

i. [vCenter Host] には、VMware vCenter サーバーホストのホスト名または IP アドレスを入力
します。

ii. [vCenter Username] には、コネクタが vCenter との通信に使用するローカルまたはドメ
インユーザーの名前を入力します。ドメインユーザーの場合、domain\username または
username@domain 形式を使用します。

iii. [vCenter Password] で、ローカルユーザーまたはドメインユーザーのパスワードを入力しま
す。

iv. vCenter で SSL 証明書検証をバイパスするには、[Ignore security certificate] を選択します。
b. []設定AWS資格情報、割り当てられている IAM ユーザーの認証情報を入力しま

す。AWSAgentlessDiscoveryServiceIAM 管理ポリシー。管理ポリシーの詳細については、
「AWS の AWS Application Discovery Service 管理ポリシー (p. 91)」を参照してください。

続いて、[Next] (次へ) を選択します。
c. []データを公開する場所の設定、ローカルファイルへの発行、または特定のファイルへの発

行を選択します。AWSリージョンエンドポイント。ローカルファイルへの発行を選択する場
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合、Discovery Connector はオンプレミスサーバーに関するデータをAWS。ただし、Discovery 
Connector は、コネクタ自体に関するデータを引き続きAWS。

次に選択してください次に戻るにはAWSAgentless Discovery Connector コンソール

次のトピックでは、オプションのコネクタ設定タスクについて説明します。

トピック
• コネクタの静的 IP アドレスの設定 (p. 124)
• データ収集範囲の制御 (p. 124)
• AWS Discovery Connector での自動アップグレードの無効化 (p. 125)

コネクタの静的 IP アドレスの設定
環境で静的 IP アドレスを使用する必要がある場合は、次の手順に従ってください。

コネクタの静的 IP アドレスを設定するには

1. コネクタの仮想マシンコンソールを開き、パスワード ec2pass で ec2-user としてログインしま
す。求められたら、新しいパスワードを指定します。

2. コマンド sudo setup.rb を実行し、設定メニューを表示するよう求められたら、ec2-user のパス
ワードを入力します。

3. 「2」と入力して [Reconfigure network settings (ネットワーク設定の再構成)] を選択します。現在の
ネットワーク情報と、ネットワーク設定を変更するサブメニューが表示されます。

4. 前のステップで生成されたサブメニューで、「2」と入力し、[Set up a static IP (静的 IP のセットアッ
プ)] を選択します。これにより、ネットワーク設定を指定するフォームが表示されます。

• 各フィールドに適切な値を入力し、Enter キーを押します。次のような出力が表示されます。こ
こで nnn.nnn.nnn.nnn には、各フィールドに入力したアドレス番号が入ります。

Setting up static IP:
     1. Enter IP address: <nnn.nnn.nnn.nnn>
     2. Enter netmask: <nnn.nnn.nnn.nnn>
     3. Enter gateway: <nnn.nnn.nnn.nnn>
     4. Enter DNS 1: <nnn.nnn.nnn.nnn>
     5. Enter DNS 2: <nnn.nnn.nnn.nnn>
 
Static IP address configured.
                            

データ収集範囲の制御
Application Discovery Service を使用してインベントリを行うには、vCenter ユーザーに各 ESX ホストま
たは VM に対する読み取り専用許可が必要です。許可設定を使用すると、データ収集に組み込まれるホス
トと VM を制御できます。現在の vCenter の下にあるすべてのホストと仮想マシンのインベントリを許可
するか、 case-by-case基礎。

Note

セキュリティベストプラクティスとして、Discovery Connector の vCenter ユーザーに追加の不要
な許可を付与しないことをお勧めします。

次の手順では、細分化がおおまかなものから細かいものまでの設定シナリオを順に説明します。
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現在の vCenter のすべての ESX ホストと VM に関するデータを検出するには

1. VMware vSphere クライアントでは、[vCenter] を選択してから [Hosts and Clusters] または [VMs and 
Templates] を選択します。

2. [Manage]、[Permissions] の順に選択します。
3. vCenter ユーザーを選択して右クリックでコンテキストメニューを開き、[Change Role] を選択しま

す。
4. [Assigned Role] ペインで [Read-only] を選択します。
5. 選択してください子どもへの伝播、[]、[選択]OK。

特定の ESX ホストとそのすべての子オブジェクトに関するデータを検出するには

1. VMware vSphere クライアントでは、[vCenter] を選択してから [Hosts and Clusters] または [VMs and 
Templates] を選択します。

2. [Related Objects]、[Hosts] の順に選択します。
3. ホスト名を右クリックしてコンテキストメニューを開き、[All vCenter Actions]、[Add Permission] の

順に選択します。
4. [Add Permission] で、vCenter ユーザーをホストに追加します。[Assigned Role] では、[Read-only] を

選択します。
5. 選択してください子どもへの伝播、[]、[選択]OK。

特定の ESX ホストまたは子 VM に関するデータが検出されます。

1. VMware vSphere クライアントでは、[vCenter] を選択してから [Hosts and Clusters] または [VMs and 
Templates] を選択します。

2. [Related Objects] を選択します。
3. [Hosts] (vCenter に認識される ESX ホストのリストを表示) または [Virtual Machines] (すべてのホスト 

ESX ホストにわたる VM のリストを表示) を選択します。
4. ホストあるいは VM 名を右クリックしてコンテキストメニューを開き、[All vCenter Actions]、[アクセ

ス許可の追加] の順に選択します。
5. [Add Permission] で、vCenter ユーザーをホストまたは VM に追加します。[Assigned Role] では、[読

み取り専用] を選択します。
6. OK を選択します。

Note

あなたが選んだ場合子どもへの伝播ただし、上のESXホストと仮想マシンから読み取り専用権限
を削除することはできます case-by-case 基礎。このオプションは、他の ESX ホストや VM に適
用される、継承された許可には影響しません。

AWS Discovery Connector での自動アップグレードの無効化
最新バージョンの AWS Discovery Connector が実行されていることを確実にするため、自動アップグレー
ド機能はインストール時にデフォルトで有効化されています。ただし、以下に示すように、自動アップグ
レード機能を無効にすることもできます。

自動アップグレードを無効にするには

1. ウェブブラウザのアドレスバーに URL https://<ip_address>/ を入力します。この ip_address
は、AWS Discovery Connector の IP アドレスです。

2. Discovery Connector コンソールの [Actions] (アクション) で、[Disable Auto-Upgrade] (自動アップグ
レードの無効化) を選択します。
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Warning

自動アップグレードを無効にすると、最新のセキュリティパッチがインストールされなくなりま
す。

Discovery Connector のデータ収集
VMware 環境に Discovery Connector をデプロイして設定した後でデータ収集が停止した場合は、収集を
再開することができます。データ収集は、コンソールを使用する、または AWS CLI 経由で API コールを
実行することによって開始または停止できます。以下の手順には、これら両方の手法が説明されていま
す。

Using the Migration Hub Console

以下の手順では、Migration Hub コンソールの [Data Collectors] (データコレクタ) ページで Discovery 
Connector のデータ収集プロセスを開始または停止する方法を説明します。

データ収集を開始または停止する

1. ナビゲーションペインで、[Data Collectors] (データコレクタ) を選択します。
2. [Connectors (コネクタ)] タブを選択します。
3. 開始または停止するコネクタのチェックボックスをオンにします。
4. [Start data collection (データ収集の開始)] または [Stop data collection (データ収集の停止)] を選択

します。

Note

コネクタでデータ収集を開始した後にインベントリ情報が表示されない場合は、コネクタが 
vCenter Server に登録済みであることを確認します。

Using the AWS CLI

Discovery Connectorのデータ収集プロセスをから開始するにはAWS CLI、AWS CLIまず、お使いの環
境にインストールしてから、選択した CLI を使用するように CLI を設定する必要がありますMigration 
Hub ホームリージョ。

AWS CLI をインストールしてデータ収集を開始するには

1. オペレーティングシステム (Linux、macOS、または Windows) 用の AWS CLI をインストールし
ます。手順については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

2. コマンドプロンプト (Windows) またはターミナル (Linux/macOS) を開きます。

a. aws configure を入力して、[Enter] を押します。
b. あなたの名前を入力します。AWSアクセスキー ID とAWSシークレットアクセスキー。
c. デフォルトの地域名にホーム・リージョンを入力します。例: us-west-2。
d. デフォルトの出力形式として「text」と入力します。

3. データ収集を停止または開始したいコネクタの ID を見つけるには、以下のコマンドを入力してコ
ネクタの ID を表示します。

aws discovery describe-agents --filters 
 condition=EQUALS,name=hostName,values=connector

4. コネクタによるデータ収集を開始するには、以下のコマンドを入力します。

aws discovery start-data-collection-by-agent-ids --agent-ids <connector ID>
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Note

コネクタでデータ収集を開始した後にインベントリ情報が表示されない場合は、コネク
タが vCenter Server に登録済みであることを確認します。

コネクタによるデータ収集を停止するには、以下のコマンドを入力します。

aws discovery stop-data-collection-by-agent-ids --agent-ids <connector ID>

Discovery Connector のトラブルシューティング
このセクションには、Application Discovery Service Connector に関する既知の問題のトラブルシューティ
ングに役立つトピックが含まれています。

Discovery Connector がセットアップ中に AWS に到達できない
問題の修正
コンソールでの AWS Agentless Discovery Connector の設定時に、以下のエラーメッセージが表示される
場合があります。

Could Not Reach AWS

AWS cannot be reached (connection reset). Please verify network and proxy settings.

このエラーは、Discovery Connector がサーバーへの HTTPS 接続の確立を試みて失敗したために発生し
ます。AWSセットアッププロセス中にコネクタが通信する必要があるドメイン。接続を確立できない場合
は、Discovery Connector の設定が失敗します。

AWS への接続を修正する

1. IT管理者に問い合わせて、会社のファイアウォールがいずれかのポート443への下りトラフィックをブ
ロックしていないかどうかを確認してくださいAWSアウトバウンドアクセスが必要なドメイン

以下を参照してください。AWSドメインにはアウトバウンドアクセスが必要です:

• awsconnector.Migration Hub home Region.amazonaws.com
• sns.Migration Hub home Region.amazonaws.com
• arsenal-discovery.Migration Hub home Region.amazonaws.com
• iam.amazonaws.com
• aws.amazon.com
• ec2.amazonaws.com

ファイアウォールが下りトラフィックをブロックしている場合は、ブロックを解除します。ファイア
ウォールの更新後、コネクタを再設定します。

2. ファイアウォールを更新しても接続問題が解決しない場合は、コネクタ仮想マシンをチェックしてリ
ストにあるドメインへのアウトバウンドネットワーク接続があることを確認します。仮想マシンに
アウトバウンド接続がある場合は、以下を実行して、一覧表示されたドメインへの接続をテストしま
す。telnetポート443で次の例を参照してください。

telnet ec2.amazonaws.com 443

3. 仮想マシンからのアウトバウンド接続が有効になっている場合は、にお問い合わせくださ
い。AWSSupportさらなるトラブルシューティングのため。
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異常のあるコネクタの修正
各 Discovery Connector のヘルス情報は、Migration Hub コンソールの [Data Collectors] (データコレクタ) 
ページにあります。[Health (ヘルス)] ステータスが [Unhealthy (異常)] のコネクタを検索すると、問題のあ
るコネクタを特定できます。次の手順では、コネクタコンソールにアクセスしてヘルスの問題を特定する
方法の概要を示します。

コネクタコンソールへのアクセス

1. ウェブブラウザで Migration Hub コンソールを開き、左側のナビゲーションから [Data Collectors]
(データコレクタ) を選択します。

2. [Connectors] (コネクタ) タブで、ヘルスステータスが [Unhealthy] (異常) になっている各コネクタの
[IP address] (IP アドレス) をメモします。

3. コネクタ仮想マシンに接続できる任意のコンピュータでブラウザを開き、コネクタコンソールの 
URL、https://ip_address_of_connector (ip_address_of_connector は、異常のあるコネ
クタの IP アドレス) を入力します。

4. コネクタの構成時に設定されたコネクタ管理コンソールのパスワードを入力します。

コネクタコンソールにアクセスすると、異常なステータスを解決するためのアクションを実行できます。
ここでは、[vCenter connectivity] (vCenter 接続) の [View Info] (情報を表示) を選択することができ、診断
メッセージが記載されたダイアログボックスが表示されます。[View Info (情報を表示)] リンクは、バー
ジョン 1.0.3.12 以降のコネクタでのみ使用できます。

ヘルスの問題を修正した後、コネクタは vCenter サーバーとの接続を再確立し、コネクタのステータ
スが [HEALTHY (正常)] ステータスに変わります。問題が解決しない場合は、にお問い合わせくださ
い。AWSSupport。

異常なコネクタの最も一般的な原因は、IP アドレスの問題と認証情報の問題です。以下のセクションは、
これらの問題を解決し、コネクタを正常な状態に戻すのに役立ちます。

トピック
• IP アドレスの問題 (p. 128)
• 認証情報の問題 (p. 129)

IP アドレスの問題
コネクタのセットアップ中に提供された vCenter エンドポイントの形式が正しくないか、無効な場合、ま
たは vCenter サーバーが現在ダウンしていて到達不可能な場合、コネクタが異常なステータスになる可
能性があります。この場合、[vCenter connectivity] (vCenter 接続) の [View Info] (情報を表示) を選択する
と、「Confirm the operational status of your vCenter server, or choose Edit Settings to update the vCenter 
endpoint.」 (vCenter サーバーの動作ステータスを確認、または [設定の編集] を選択して vCenter エンド
ポイントを更新してください。) というメッセージが記載されたダイアログボックスが表示されます。

次の手順は、IP アドレスの問題を解決するのに役立ちます。

1. コネクタコンソール (https://ip_address_of_connector) から、[Edit Settings (設定の編集)] を
選択します。

2. 左側のナビゲーションから、ステップ 5: Discovery Connector の設定。
3. [Configure vCenter credentials (vCenter 認証情報の設定)] で、[vCenter Host (vCenter ホスト)] の IP 

アドレスをメモします。
4. ping または traceroute などの個別のコマンドラインツールを使用して、関連付けられた vCenter 

サーバーがアクティブであり、IP がコネクタ VM から到達可能であることを確認します。

• IP アドレスが正しくなく、vCenter サービスがアクティブな場合は、コネクタコンソールで IP アド
レスを更新し、[Next (次へ)] を選択します。
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• IP アドレスは正しいが、vCenter サーバーが非アクティブの場合は、アクティブにします。
• IP アドレスが正しく、vCenter サーバーがアクティブな場合は、ファイアウォールの問題により侵

入ネットワーク接続がブロックされているかどうかを確認します。ブロックされている場合は、コ
ネクタ VM からの着信接続を許可するようにファイアウォール設定を更新します。

認証情報の問題

コネクタのセットアップ中に提供された vCenter ユーザーの認証情報が無効であるか、vCenter の読
み取りおよび表示アカウント権限がない場合、コネクタは異常な状態になる可能性があります。この
場合、[vCenter connectivity] (vCenter 接続) の [View Info] (情報を表示) を選択すると、「Choose Edit 
Settings to update your vCenter username and password for your account with read and view privileges.」 
([設定の編集] を選択し、読み取りおよび表示権限を使用してアカウントの vCenter ユーザーネームとパス
ワードを更新してください。) というメッセージが記載されたダイアログボックスが表示されます。

次の手順は、認証情報の問題を解決するのに役立ちます。前提条件として、vCenter サーバーでアカウン
トの読み取り権限と表示権限を持つ vCenter ユーザーを作成していることを確認します。

1. コネクタコンソール (https://ip_address_of_connector) から、[Edit Settings (設定の編集)] を
選択します。

2. 左側のナビゲーションから、ステップ 5: Discovery Connector の設定。
3. [Configure vCenter credentials (vCenter 認証情報の設定)] で、読み取り権限と表示権限を持つ vCenter 

ユーザーの認証情報を指定して、[vCenter Username (vCenter ユーザ名)] と [vCenter Password 
(vCenter パスワード)] を更新します。

4. [Next (次へ)] を選択して設定を完了します。

スタンドアロン ESX ホストのサポート
Discovery Connector はスタンドアロン ESX ホストをサポートしません。ESX ホストは vCenter Server 
インスタンスの一部であることが必要です。

コネクタの問題に関する追加のサポート
サポートが必要な問題が発生した場合は、にお問い合わせください。AWSSupport。AWS Support から折
り返し連絡を受けます。コネクタログの送信を依頼される場合もあります。ログを取得するには、次の操
作を行います。

• 設定 (p. 123)時と同じ方法で AWS Agentless Discovery Connector コンソールに再度ログインし
て、[Download log bundle] (ログバンドルのダウンロード) を選択します。

• ログバンドルのダウンロードが完了したら、AWS サポートの指示に従って送信します。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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