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vCloud Director 管理者ガイド

『VMware vCloud Director 管理者ガイド』では、vCloud Director システム管理者向けに、システムへのリソースの追
加、組織の作成とプロビジョニング、リソースと組織の管理、およびシステムの監視に関する情報を提供します。

対象読者

本書は、vCloud Director インストール環境の構成と管理を行う必要があるユーザーを対象にしています。本書の情報
は、Linux、Windows、IP ネットワーク、および VMware vSphere に精通した、経験豊富なシステム管理者向けに書
かれています。
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vCloud Director のスタート ガイド 1
vCloud Director Web コンソールに初めてログインするときに、 [ホーム]  タブを起点にインストール環境の構成手順を
実行できます。

また、ユーザー環境設定を行い、Microsoft Sysrep デプロイメント パッケージを作成して、vCloud Director 仮想マシ
ンでのゲスト カスタマイズをサポートすることもできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCloud Director 管理の概要 (P. 9)

n Web コンソールへのログイン (P. 11)

n システムの準備 (P. 12)

n Microsoft Sysprep デプロイメント パッケージの作成 (P. 12)

n Microsoft Sysprep デプロイメント パッケージの置換 (P. 13)

n ユーザー環境設定の設定 (P. 14)

n システム管理者のパスワードの変更 (P. 14)

vCloud Director 管理の概要
VMware vCloud Director は、セキュリティ保護されたマルチテナント クラウドを構築する機能を備えたソフトウェア
製品です。これを実現するため、仮想インフラストラクチャのリソースを仮想データセンターとしてプールし、Web ベー
スのポータルおよびプログラム可能なインターフェイスを介して、それらのリソースを完全に自動化されたカタログベー

スのサービスとしてユーザーに公開します。

この『VMware vCloud Director 管理者ガイド』では、システムへのリソースの追加、組織の作成とプロビジョニング、
リソースと組織の管理、およびシステムの監視に関する情報を提供します。

vSphere のリソース
vCloud Director は、vSphere リソースを使用して、仮想マシンを実行するための CPU およびメモリを提供します。さ
らに、vSphere データストアは、仮想マシンの操作に必要な仮想マシン ファイルおよびその他のファイルのストレージ
を提供します。また、vCloud Director では、vSphere Distributed Switch および vSphere ポート グループを利用し
て仮想マシン ネットワークをサポートします。

これらの基盤となる vSphere リソースを使用して、クラウド リソースを作成できます。
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クラウド リソース
クラウド リソースは、基盤となる vSphere リソースを抽象化したものです。vCloud Director 仮想マシンおよび vApp
のコンピューティング リソースとメモリ リソースを提供します。vApp は、1 台以上の個々の仮想マシンが、動作の詳細
を定義するパラメータとともに含まれている仮想システムです。クラウド リソースからは、ストレージにアクセスし、
ネットワークと接続することもできます。

クラウド リソースにはプロバイダおよび組織の仮想データセンター、外部ネットワーク、組織ネットワーク、ネットワー
ク プールがあります。クラウド リソースを vCloud Director に追加するには、事前に vSphere リソースを追加する必
要があります。

プロバイダ仮想データセンター

プロバイダ仮想データセンター（vDC）では、1 つの vCenter Server リソース プールのコンピューティング リソースと
メモリ リソースを、そのリソース プールで使用可能な 1 つ以上のデータストアのストレージ リソースと結合します。

異なる場所や異なるビジネス ユニットに属するユーザー、または異なるパフォーマンス要件を持つユーザーのために、複
数のプロバイダ vDC を作成できます。

組織仮想データセンター

組織仮想データセンター（vDC）は、組織にリソースを提供し、プロバイダ vDC からパーティションで区切られていま
す。組織 vDC は、仮想システムを格納、デプロイ、および運用できる環境を提供します。また、フロッピー ディスクや
CD ROM などの仮想メディアのストレージともなります。

1 つの組織が複数の組織 vDC を持つことができます。

vCloud Director ネットワーク
vCloud Director は、3 種類のネットワークをサポートします。

n 外部ネットワーク

n 組織ネットワーク

n vApp ネットワーク

一部の組織ネットワークとすべての vApp ネットワークは、ネットワーク プールによってバッキングされます。

外部ネットワーク

外部ネットワークは、vSphere ポート グループに基づいた、論理的で区別されているネットワークです。組織ネットワー
クを外部ネットワークに接続すれば、vApp 内部の仮想マシンをインターネットに接続できます。

外部ネットワークを作成および管理できるのは、システム管理者のみです。

組織ネットワーク

組織ネットワークは、vCloud Director 組織内に存在し、組織内のすべての vApp が使用可能です。組織ネットワークに
より、組織内の vApp は相互に通信できます。組織ネットワークを外部ネットワークに接続すれば、外部へ接続可能にで
きます。また、組織の内部に、隔離された組織ネットワークを作成することもできます。特定の種類の組織ネットワーク

は、ネットワーク プールによってバッキングされます。

組織ネットワークを作成できるのは、システム管理者のみです。システム管理者と組織管理者が組織ネットワークを管理

できますが、組織管理者が管理できる内容には制限があります。

vCloud Director 管理者ガイド
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vApp ネットワーク
vApp ネットワークは vApp 内に存在しており、これにより vApp 内の仮想マシンは相互に通信できるようになります。
vApp ネットワークを組織ネットワークに接続すると、vApp は、組織内の他の vApp と通信したり、組織ネットワーク
が外部ネットワークに接続されている場合には組織外の他の vApp と通信したりできます。vApp ネットワークはネット
ワーク プールによってバッキングされます。

vApp にアクセス可能なほとんどのユーザーは、独自の vApp ネットワークを作成して管理できます。vApp ネットワー
クの運用方法については、『VMware vCloud Director ユーザー ガイド』を参照してください。

ネットワーク プール
ネットワーク プールは、組織 vDC 内で使用可能な、区別されていないネットワークのグループです。ネットワーク プー
ルは、VLAN ID、ポート グループ、クラウド隔離ネットワークなどの vSphere ネットワーク リソースによってバッキン
グされます。vCloud Director はネットワーク プールを使用して、NAT を経由する内部組織ネットワークおよびすべて
の vApp ネットワークを作成します。プール内の各ネットワークのネットワーク トラフィックは、他のすべてのネット
ワークからレイヤ 2 で隔離されます。

vCloud Director では各組織 vDC に 1 つのネットワーク プールを指定できます。複数の組織 vDC で同じネットワーク
プールを共有できます。組織 vDC のネットワーク プールは、組織 vDC のネットワーク割り当て容量を満たすために作
成されるネットワークを提供します。

ネットワーク プールを作成および管理できるのは、システム管理者のみです。

組織

vCloud Director は、組織を使用することによってマルチテナンシーをサポートします。組織は、ユーザー、グループ、
およびコンピューティング リソースの集合で構成される管理単位です。ユーザーは、ユーザーの作成時またはインポート
時に組織管理者が設定した認証情報を入力して、組織レベルで認証を受けます。システム管理者が組織を作成してプロビ

ジョニングするのに対し、組織管理者は、組織のユーザー、グループ、およびカタログを管理します。組織管理者のタス

クについては、『VMware vCloud Director ユーザー ガイド』を参照してください。

ユーザーとグループ

組織には、任意の数のユーザーおよびグループを含めることができます。ユーザーは、組織管理者が作成するか、LDAP
などのディレクトリ サービスからインポートできます。グループは、ディレクトリ サービスからインポートする必要が
あります。組織内の権限は、ユーザーおよびグループに権限とロールを割り当てることによって管理されます。

カタログ

組織は、カタログを使用して vApp テンプレートとメディア ファイルを格納します。カタログにアクセスできる組織のメ
ンバーは、カタログの vApp テンプレートとメディア ファイルを使用して、独自の vApp を作成できます。システム管
理者は、他の組織が利用できるようにするため、カタログの発行を組織に許可することができます。その後、組織管理者

は、ユーザーに提供するカタログ項目を選択できます。

Web コンソールへのログイン
vCloud Director のユーザー インターフェイスには、Web ブラウザを使用してアクセスできます。

サポート対象ブラウザのリストについては、『VMware vCloud Director Installation and Configuration Guide』 を参
照してください。

開始する前に

システム セットアップ時に作成した、システム管理者のユーザー名とパスワードが必要です。

第 1 章 vCloud Director のスタート ガイド
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手順

1 Web ブラウザを開き、https://<hostname.domain.tld>/cloud に移動します。

<hostname.domain.tld> には、vCloud Director サーバ ホストのプライマリ IP アドレスに関連付けられた完全
修飾ドメイン名を指定します。たとえば、https://cloud.example.com/cloud です。

2 システム管理者のユーザー名とパスワードを入力し、 [ログイン]  をクリックします。

vCloud Director に、次に実行するタスクのリストが表示されます。

システムの準備

vCloud Director Web コンソールの  [ホーム]  タブには、システムの使用準備のために必要なタスクへのリンクが表示さ
れます。リンクは、前提条件のタスクを完了するとアクティブになります。

それぞれのタスクの詳細については、表 1-1を参照してください。

表 1-1.  クイック スタート タスク

タスク 詳細

vCenter の接続 「vCenter Server の関連付け (P. 15)」

プロバイダ仮想データセンターの作成 「プロバイダ仮想データセンターの作成 (P. 17)」

外部ネットワークの作成 「外部ネットワークの追加 (P. 18)」

ネットワーク プールの作成 「ネットワーク プール (P. 19)」

組織の作成 「組織の作成 (P. 24)」

組織へのリソースの割り当て 「組織 vDC の作成 (P. 43)」

組織へのネットワークの追加 「組織ネットワークの作成 (P. 50)」

組織へのカタログの追加 「組織へのカタログの追加 (P. 79)」

Microsoft Sysprep デプロイメント パッケージの作成
vCloud Director が特定の Windows ゲスト OS を使用した仮想マシン上でゲストのカスタマイズを実行するには、イン
ストール環境のクラウド セルごとに Microsoft Sysprep デプロイメント パッケージを作成しておく必要があります。

vCloud Director のインストール時に、vCloud Director サーバ ホストの sysprep フォルダに複数のファイルが配置さ
れます。Sysprep パッケージを作成するときにこれらのファイルを上書きしないでください。

開始する前に

Windows 2000、Windows 2003 （32 ビットおよび 64 ビット）、Windows XP（32 ビットおよび 64 ビット）の
Sysprep バイナリ ファイルへのアクセス。

手順

1 各オペレーティング システムの Sysprep バイナリ ファイルを、vCloud Director サーバ ホスト上の任意の場所に
コピーします。

オペレーティング システムごとに独自のフォルダが必要です。

注意   フォルダ名では大文字と小文字が区別されます。

ゲスト OS コピー先

Windows 2000 <SysprepBinariesDirectory> /win2000

Windows 2003 （32 ビット） <SysprepBinariesDirectory> /win2k3

Windows 2003 （64 ビット） <SysprepBinariesDirectory> /win2k3_64

vCloud Director 管理者ガイド
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ゲスト OS コピー先

Windows XP （32 ビット） <SysprepBinariesDirectory> /winxp

Windows XP （64 ビット） <SysprepBinariesDirectory> /winxp_64

<SysprepBinariesDirectory> は、バイナリのコピー先として選択した場所を表します。

2 /opt/vmware/cloud-director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh
<SysprepBinariesDirectory> コマンドを実行します。

たとえば、/opt/vmware/cloud-
director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh /root/MySysprepFiles です。

3 クラウド セルを再起動するには、service vmware-vcd restart コマンドを実行します。

4 複数のクラウド セルがある場合、パッケージとプロパティ ファイルをすべてのクラウド セルにコピーします。

scp /opt/vmware/cloud-director/guestcustomization/vcloud_sysprep.properties 
/opt/vmware/cloud-
director/guestcustomization/windows_deployment_package_sysprep.cab 
root@<next_cell_IP>:/opt/vmware/cloud-director/guestcustomization

5 ファイルのコピー先の各クラウド セルを再起動します。

Microsoft Sysprep デプロイメント パッケージの置換
Microsoft Sysprep デプロイメント パッケージをすでに作成している場合に、新しいパッケージを作成する必要がある場
合、インストール環境の各クラウド セルにある既存の Sysprep パッケージを置き換える必要があります。

開始する前に

Windows 2000、Windows 2003 （32 ビットおよび 64 ビット）、Windows XP（32 ビットおよび 64 ビット）の
Sysprep バイナリ ファイルへのアクセス。

手順

1 最初のクラウド セルを停止するには、service vmware-vcd stop コマンドを使用します。

2 各オペレーティング システムの新しい Sysprep バイナリ ファイルを、vCloud Director サーバー ホスト上の任意
の場所にコピーします。

オペレーティング システムごとに独自のフォルダが必要です。

注意   フォルダ名では大文字と小文字が区別されます。

ゲスト OS コピー先

Windows 2000 <SysprepBinariesDirectory> /win2000

Windows 2003 （32 ビット） <SysprepBinariesDirectory> /win2k3

Windows 2003 （64 ビット） <SysprepBinariesDirectory> /win2k3_64

Windows XP （32 ビット） <SysprepBinariesDirectory> /winxp

Windows XP （64 ビット） <SysprepBinariesDirectory> /winxp_64

<SysprepBinariesDirectory> は、バイナリのコピー先として選択した場所を表します。

3 /opt/vmware/cloud-director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh
<SysprepBinariesDirectory> コマンドを実行します。

たとえば、/opt/vmware/cloud-
director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh /root/MySysprepFiles です。
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4 クラウド セルを再起動するには、service vmware-vcd restart コマンドを実行します。

5 複数のクラウド セルがある場合、各セルを停止し、パッケージとプロパティ ファイルを各セルにコピーします。

scp /opt/vmware/cloud-director/guestcustomization/vcloud_sysprep.properties 
/opt/vmware/cloud-
director/guestcustomization/windows_deployment_package_sysprep.cab 
root@<next_cell_IP>:/opt/vmware/cloud-director/guestcustomization

6 ファイルのコピー先の各クラウド セルを再起動します。

ユーザー環境設定の設定

ユーザーがシステムにログインするたびに有効になる、特定の表示とシステム警告の環境設定を設定できます。

手順

1 Web コンソールのタイトル バーで  [環境設定]  をクリックします。

2 [デフォルト]  タブをクリックします。

3 ログインしたときに表示するページを選択します。

4 ランタイム リースの期限が切れる何日前または何時間前に電子メール通知を受信するかを選択します。

5 ストレージ リースの期限が切れる何日前または何時間前に電子メール通知を受信するかを選択します。

6 [OK]  をクリックします。

システム管理者のパスワードの変更

システム管理者アカウントのパスワードを変更できます。

変更できるのは、ローカル（非 LDAP）ユーザーのパスワードのみです。

手順

1 Web コンソールのタイトル バーで  [環境設定]  をクリックします。

2 [パスワードを変更]  タブをクリックします。

3 現在のパスワードを入力してから新しいパスワードを 2 回入力し、 [OK]  をクリックします。

vCloud Director 管理者ガイド
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vCloud Director へのリソースの追加 2
vCloud Director は、基盤となる vSphere 仮想インフラストラクチャからそのリソースを取得します。vSphere リソー
スを vCloud Director に登録したら、これらのリソースを、vCloud Director インストール環境の組織で使用するため
に割り当てることができます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vSphere リソースの追加 (P. 15)

n クラウド リソースの追加 (P. 17)

vSphere リソースの追加
vCloud Director は、vSphere リソースを使用して、仮想マシンを実行するための CPU およびメモリを提供します。さ
らに、vSphere データストアは、仮想マシンの操作に必要な仮想マシン ファイルおよびその他のファイルのストレージ
を提供します。

vCloud Director システムの要件および vCenter Server と ESX/ESXi のサポートされるバージョンの詳細については、
『VMware vCloud Director インストールおよび構成ガイド』 を参照してください。

vCenter Server の関連付け
vCenter Server を関連付けて、そのリソースを vCloud Director で使用できるようにします。vCenter Server を関連
付けたら、そのリソース プール、データストア、ネットワークをプロバイダ仮想データセンターに割り当てることができ
ます。

開始する前に

vShield Manager のインスタンスはインストールされており、vCloud Director に合わせて構成されています。詳細に
ついては、『VMware vCloud Director のインストールおよび設定のガイド』 を参照してください。

手順

1 [vCenter の新規接続] ウィザードの起動 (P. 16)

[vCenter の新規接続] ウィザードを起動して、vCenter Server を vCloud Director に関連付けるプロセスを開始
します。

2 vCenter Server 接続の提供と情報の表示 (P. 16)

vCenter Server を vCloud Director に関連付けるには、vCenter Server の接続情報と表示名を提供する必要があ
ります。

3 vShield Manager への接続 (P. 16)

vCloud Director では、ネットワーク サービスを提供するために vShield Manager が必要です。vCloud Director
に関連付ける vCenter Server それぞれに、独自の vShield Manager が必要です。
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4 設定の確認と vCenter Server の関連付け (P. 16)

新しい vCenter Server を関連付ける前に、入力した設定を確認します。

[vCenter の新規接続] ウィザードの起動

[vCenter の新規接続] ウィザードを起動して、vCenter Server を vCloud Director に関連付けるプロセスを開始します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [vCenter]  をクリックします。

2 [vCenter の新規接続]  ボタンをクリックします。

[vCenter の新規接続] ウィザードが起動します。

vCenter Server 接続の提供と情報の表示

vCenter Server を vCloud Director に関連付けるには、vCenter Server の接続情報と表示名を提供する必要があります。

手順

1 vCenter Server のホスト名または IP アドレスを入力します。

2 vCenter Server が使用するポート番号を選択します。

デフォルトのポート番号は 443 です。

3 vCenter Server 管理者のユーザー名およびパスワードを入力します。

ユーザー アカウントには、vCenter の管理者のロールが含まれている必要があります。

4 vCenter Server の名前を入力します。

入力した名前は、vCloud Director における vCenter Server の表示名となります。

5 (オプション) vCenter Server の説明を入力します。

6 [次へ]  をクリックして変更内容を保存し、次のページに進みます。

vShield Manager への接続

vCloud Director では、ネットワーク サービスを提供するために vShield Manager が必要です。vCloud Director に関
連付ける vCenter Server それぞれに、独自の vShield Manager が必要です。

手順

1 関連付ける vCenter Server と共に使用する vShield Manager のホスト名または IP アドレスを入力します。

2 ユーザー名およびパスワードを入力して vShield Manager に接続します。

デフォルトのユーザー名は admin、デフォルトのパスワードは default です。これらのデフォルトは、vShield
Manager のユーザー インターフェイスで変更できます。

3 [次へ]  をクリックして変更内容を保存し、次のページに進みます。

設定の確認と vCenter Server の関連付け

新しい vCenter Server を関連付ける前に、入力した設定を確認します。

手順

1 vCenter Server および vShield Manager の設定を確認します。

2 (オプション)  [戻る]  をクリックして設定を変更します。

3 [完了]  をクリックして設定を受け入れ、vCenter Server を関連付けます。
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vCloud Director は新しい vCenter Server を関連付けて、プロバイダ仮想データセンターで使用できるようにそのリソー
スを登録します。

次に進む前に

vShield for VMware vCloud Director ライセンス キーを vCenter Server で割り当てます。

vCenter の vShield ライセンス キーの割り当て
vCenter Server を vCloud Director に関連付けたら、vSphere Client を使用して vShield for VMware vCloud Director
ライセンス キーを割り当てる必要があります。

開始する前に

vSphere Client を vCenter Server システムに接続しておく必要があります。

手順

1 vCenter Server システムに接続された vSphere Client ホストから、 [ホーム]  -  [ライセンス]  を選択します。

2 レポート ビューの場合、 [資産]  を選択します。

3 vShield エッジ資産を右クリックし、 [ライセンス キーを変更]  を選択します。

4 [このホストに新しいライセンス キーを割り当て]  を選択し、 [キーを入力]  をクリックします。

5 ライセンス キーを入力し、キーの任意のラベルを入力して、 [OK]  をクリックします。

vCloud Director を購入したときに受け取った vShield for VMware vCloud Director ライセンス キーを使用しま
す。このライセンス キーは複数の vCenter Server で使用できます。

6 [OK]  をクリックします。

クラウド リソースの追加
クラウド リソースとは、基盤となる vSphere リソースを抽象化したもので、vCloud Director 仮想マシンおよび vApps
にコンピューティング リソースおよびメモリのリソースを提供し、ストレージおよびネットワーク接続へのアクセスを可
能にします。

クラウド リソースにはプロバイダおよび組織の仮想データセンター、外部ネットワーク、組織ネットワーク、ネットワー
ク プールがあります。クラウド リソースを vCloud Director に追加するには、事前に vSphere リソースを追加する必
要があります。

組織の仮想データセンターの詳細については、「組織へのリソースの割り当て (P. 27)」を参照してください。

組織のネットワークの詳細については、「組織へのネットワークの追加 (P. 31)」を参照してください。

プロバイダ仮想データセンター

プロバイダ仮想データセンター（vDC）では、1 つの vCenter Server リソース プールのコンピューティング リソースと
メモリ リソースを、そのリソース プールに接続された 1 つ以上のデータストアのストレージ リソースと結合します。

プロバイダ vDC は組織 vDC のソースです。

プロバイダ仮想データセンターの作成

プロバイダ vDC を作成すると、vSphere のコンピューティング リソース、メモリ リソース、およびストレージ リソー
スを vCloud Director で使用できるように登録することが可能です。異なる場所や異なるビジネス ユニットに属するユー
ザー、または異なるパフォーマンス要件を持つユーザーのために、複数のプロバイダ vDC を作成できます。

プロバイダ vDC には、1 つの vCenter Server の 1 つのリソース プールのみが含まれます。
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vSphere HA を使用するクラスタの一部になっているリソース プールを追加する予定の場合は、vSphere HA でのスロッ
ト サイズの計算方法をよく理解している必要があります。スロット サイズおよび vSphere HA の動作のカスタマイズの
詳細については、『VMware vSphere 可用性ガイド』を参照してください。

開始する前に

使用可能なリソース プールを持つ vCenter Server が 1 つ以上 vCloud Director に接続されていることを確認します。
リソース プールは、自動化 DRS を使用するように構成された vCenter クラスタ内にある必要があります。vCenter Server
には vShield for VMware vCloud Director ライセンス キーが必要です。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 [新規のプロバイダ vDC]  をクリックします。

3 名前と、必要に応じて説明を入力します。

名前フィールドと説明フィールドを使用して、プロバイダ vDC で使用できる vSphere HA などの vSphere 機能を
示すことができます。

4 サポートされているハードウェアの最新バージョンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

ここでの選択により、このプロバイダ vDC に基づいた組織 vDC の仮想マシンでサポートされるハードウェアの最新
バージョンが決まります。 [ハードウェア バージョン 8]  では、ESX/ESXi 5.0 ホストが必要です。このプロバイダ
vDC で ESX/ESXi 5.0 ホストと ESX/ESXi 4.x ホストを含むリソース プールを使用する場合は、 [ハードウェア バー
ジョン 7]  を選択します。

5 vCenter Server とリソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

使用できるリソース プールが vCenter Server にない場合、リストにはリソース プールが表示されません。

6 1 つ以上のデータストアを選択し、 [追加]  をクリックして  [次へ]  をクリックします。

vCloud Director は、プロバイダ vDC を使用する読み取り専用のデータストアの使用をサポートしていません。ほ
とんどの場合、読み取り専用のデータストアはリストに表示されませんが、一部の読み取り専用の NFS データスト
アは表示される可能性があります。これらのデータストアを自分のプロバイダ vDC に追加しないでください。

vSphere DRS はローカル ストレージの仮想マシンを移行できないため、共有ストレージのみを使用してください。

7 ESX/ESXi ホストの root ユーザー名とパスワードを入力し、 [次へ]  をクリックします。

8 [完了]  をクリックしてプロバイダ vDC を作成します。

外部ネットワーク

外部ネットワークは、vSphere ポート グループに基づいた、論理的で区別されているネットワークです。外部ネットワー
クは、外部組織ネットワークに接続された仮想マシン向けのインターネットに対して、インターフェイスを提供します。

組織のネットワークの詳細については、「組織ネットワークについて (P. 31)」を参照してください。

外部ネットワークの追加

外部ネットワークを追加して、vCloud Director で vSphere ネットワーク リソースを使用できるように登録します。外
部ネットワークに接続する組織ネットワークを作成できます。

開始する前に

vSphere ポート グループを使用できます。VLAN を使用する場合、ポート グループは単一の VLAN のみを使用できま
す。VLAN トランクを使用するポート グループはサポートされていません。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [外部ネットワーク]  をクリックします。
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2 [ネットワークを追加]  ボタンをクリックします。

3 vCenter Server および vSphere ポート グループを選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 ネットワーク設定を入力し、 [次へ]  をクリックします。

5 ネットワークの名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

6 ネットワーク設定を確認し、 [完了]  をクリックします。

次に進む前に

これで、外部ネットワークに接続する組織ネットワークを作成できます。

ネットワーク プール
ネットワーク プールとは、組織 vDC 内で vApp ネットワークおよび特定のタイプの組織ネットワークを作成するために
使用できる、区別されていないネットワークのグループです。

ネットワーク プールは、VLAN ID、ポート グループ、クラウド隔離ネットワークなどの vSphere ネットワーク リソー
スによってバッキングされます。vCloud Director はネットワーク プールを使用して、NAT を経由する内部組織ネット
ワークおよびすべての vApp ネットワークを作成します。プール内の各ネットワークのネットワーク トラフィックは、他
のすべてのネットワークからレイヤ 2 で隔離されます。

vCloud Director では各組織 vDC に 1 つのネットワーク プールを指定できます。複数の組織 vDC で同じネットワーク
プールを共有できます。組織 vDC のネットワーク プールは、組織 vDC のネットワーク割り当て容量を満たすために作
成されるネットワークを提供します。

VLAN ID によってバッキングされるネットワーク プールの追加
vSphere VLAN ID を vCloud Director で使用できるよう登録するために、VLAN によってバッキングされるネットワー
ク プールを追加することができます。VLAN によってバッキングされるネットワーク プールは、組織ネットワークに最
も適したセキュリティ、スケーラビリティ、パフォーマンスを提供します。

開始する前に

一定範囲の VLAN ID と 1 つの vSphere Distributed Switch が vSphere で使用可能であることを確認します。
VLAN ID は、ESX/ESXi サーバーが接続される物理スイッチ内で構成される有効な ID である必要があります。

注意   VLAN はレイヤ 2 レベルで隔離される必要があります。VLAN を適切に隔離できないと、ネットワークで中断が起
こる恐れがあります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ネットワーク プール]  をクリックします。

2 [ネットワーク プールを追加]  をクリックします。

3 [VLAN にバッキングされている]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 VLAN ID の範囲を入力し、 [追加]  をクリックします。

各 VLAN ID に 1 つのネットワークを作成できます。

5 vCenter Server と vSphere Distributed Switch を選択し、 [次へ]  をクリックします。

6 ネットワークの名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

7 ネットワーク プール設定を確認し、 [完了]  をクリックします。

次に進む前に

これで、ネットワーク プールによってバッキングされる組織ネットワークを作成したり、ネットワーク プールを組織 vDC
と関連付けて vApp ネットワークを作成したりすることができます。
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クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プールの追加
クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プールを作成できます。クラウド隔離ネットワークは
ホスト間に渡り、他のネットワークからのトラフィック隔離を行う、vApp ネットワークに最も適したソースです。

隔離によってバッキングされるネットワーク プールでは、事前に vSphere にポート グループが存在している必要はあり
ません。

開始する前に

vSphere Distributed Switch が使用可能であることを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ネットワーク プール]  をクリックします。

2 [ネットワーク プールを追加]  をクリックします。

3 [VCD ネットワークの隔離にバッキングされている]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 ネットワーク プールから、作成するネットワークの数を入力します。

5 (オプション) VLAN の ID を入力します。

6 vCenter Server と vSphere Distributed Switch を選択し、 [次へ]  をクリックします。

7 ネットワークの名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

8 ネットワーク プール設定を確認し、 [完了]  をクリックします。

vCloud Director では、必要に応じて vSphere にクラウド隔離ネットワークを作成します。

次に進む前に

これで、ネットワーク プールによってバッキングされる組織ネットワークを作成したり、ネットワーク プールを組織 vDC
と関連付けて vApp ネットワークを作成したりすることができます。ネットワーク プールの MTU を増加させることもで
きます。「クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プールの MTU の設定 (P. 21)」 を参照し
てください。

vSphere ポート グループによってバッキングされるネットワーク プールの追加
vSphere ポート グループを vCloud Director で使用できるよう登録するために、ポート グループによってバッキングさ
れるネットワーク プールを追加することができます。他のタイプのネットワーク プールとは異なり、ポート グループに
よってバッキングされるネットワーク プールでは vSphere Distributed Switch が不要です。

注意   ポート グループは、レイヤ 2 レベルで他のすべてのポート グループから隔離される必要があります。ポート グルー
プは、物理的に隔離されるか、VLAN タグを使用して隔離される必要があります。ポート グループを適切に隔離できない
と、ネットワークで中断が起こる恐れがあります。

開始する前に

1 つ以上のポート グループが vSphere で使用可能であることを確認します。ポート グループはクラスタ内の各 ESX/ESXi
ホストで使用できる必要があり、各ポート グループは単一の VLAN のみを使用する必要があります。VLAN トランクを
使用するポート グループはサポートされていません。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ネットワーク プール]  をクリックします。

2 [ネットワーク プールを追加]  をクリックします。

3 [vSphere ポート グループにバッキングされている]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 vCenter Server を選択し、 [次へ]  をクリックします。
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5 1 つ以上のポート グループを選択し、 [追加]  をクリックして  [次へ]  をクリックします。

各ポート グループに 1 つのネットワークを作成できます。

6 ネットワークの名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

7 ネットワーク プール設定を確認し、 [完了]  をクリックします。

次に進む前に

これで、ネットワーク プールによってバッキングされる組織ネットワークを作成したり、ネットワーク プールを組織 vDC
と関連付けて vApp ネットワークを作成したりすることができます。

クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プールの MTU の設定
クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プールで vCloud Director が使用する最大転送ユニッ
ト (MTU) を指定できます。MTU とは、より小さなパケットに分割される前の 1 つのパケットで転送できるデータの最大
量です。

仮想マシンのゲスト OS および基盤となる物理インフラストラクチャを標準的な MTU (1500 バイト) で構成すると、
VMware ネットワーク隔離プロトコルによってフレームが断片化されます。フレームの断片化を回避するには、ネット
ワーク プールおよび基盤となる物理ネットワークで、MTU を少なくとも 1524 バイトまで増加させます。ネットワーク
プールの MTU は最大で物理ネットワークの MTU と同等まで増加できますが、それより多くすることはできません。

物理ネットワークの MTU が 1500 バイトより少ない場合は、ネットワーク プールの MTU を減らして、基盤となる物理
ネットワークに合わせる必要があります。

開始する前に

クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プールが存在することを確認します。ネットワーク
プールの MTU を増加させる前に、物理スイッチ インフラストラクチャが、ジャンボ フレームとしても知られる、1500
を上回る MTU をサポートすることを確認する必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ネットワーク プール]  をクリックします。

2 ネットワーク プール名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ネットワーク プールの MTU]  タブで MTU を入力し、 [OK]  をクリックします。

vCloud Director は、このネットワーク プールおよび同じ vSphere Distributed Switch を使用するその他のすべての
ネットワーク プールの MTU を変更します。
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組織の作成およびプロビジョニング 3
組織はユーザーのグループにリソースを提供し、ユーザーがこれらのリソースを消費する方法を決定するポリシーを設定

します。独自のリソースまたはポリシー、あるいはその両方を必要とするユーザーの各グループについて組織を作成します。

この章では次のトピックについて説明します。

n リースについて (P. 23)

n 組織の作成 (P. 24)

n 組織へのリソースの割り当て (P. 27)

n 組織へのネットワークの追加 (P. 31)

リースについて

組織を作成するときにはリースを指定します。リースでは、vApp を実行できる最大時間、およびその vApp と vApp テ
ンプレートを格納できる最大時間を指定することで、組織のストレージ リソースおよびコンピューティング リソースに
対するコントロールのレベルを提供します。

ランタイム リースの目的は、非アクティブの vApp がコンピューティング リソースを消費するのを防ぐことです。たと
えば、ユーザーが vApp を開始してその vApp を停止しないまま休暇に入った場合、vApp はリソースを消費し続けます。

ランタイム リースは、ユーザーが vApp を開始したときに始まります。ランタイム リースの期限が切れると、vCloud
Director は vApp を停止します。

ストレージ リースの目的は、使用されていない vApp および vApp テンプレートがストレージ リソースを消費するのを
防ぐことです。vApp ストレージ リースは、ユーザーが vApp を停止したときに始まります。ストレージ リースは、実
行中の vApp には影響を及ぼしません。vApp テンプレートのストレージ リースは、ユーザーが vApp テンプレートを
vApp に追加したとき、vApp テンプレートをワークスペースに追加したとき、vApp テンプレートのダウンロード、コ
ピー、移動を行ったときに始まります。

ストレージ リースの期限が切れると、vCloud Director は設定された組織ポリシーに従って、その vApp または vApp
テンプレートを期限切れとしてマークするか、その vApp または vApp テンプレートを削除します。

リース設定の指定の詳細については、「組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の構成 (P. 26)」を参照してく
ださい。

ユーザーは電子メール通知を構成して、ランタイム リースまたはストレージ リースの期限が切れる前にメッセージを受
信できます。リース期限の環境設定の詳細については、「ユーザー環境設定の設定 (P. 14)」を参照してください。
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組織の作成

組織を作成するには、組織の設定を指定し、組織管理者のユーザー アカウントを作成します。

手順

1 [新規組織] ウィザードの起動 (P. 24)

[新規の組織] ウィザードを起動して、組織を作成するプロセスを開始します。

2 組織の名前の指定 (P. 24)

新しい組織にわかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明を入力します。

3 組織の LDAP オプションの指定 (P. 25)

LDAP サービスを使用して、組織のユーザーおよびグループのディレクトリを提供します。LDAP サービスを指定
しない場合は、組織のユーザーごとにユーザー アカウントを作成する必要があります。LDAP オプションは、シス
テム管理者のみが設定でき、組織管理者が変更することはできません。

4 組織へのローカル ユーザーの追加 (P. 25)

LDAP サービスを使用できない場合でもユーザーがログインできるように、すべての組織は少なくとも 1 つのロー
カルの非 LDAP 組織管理者アカウントを持っている必要があります。

5 組織のカタログ公開ポリシーの設定 (P. 26)

カタログとは、仮想マシンでの vApp の作成とアプリケーションのインストールで組織ユーザーが使用できる、
vApp テンプレートとメディアのライブラリです。

6 電子メール環境設定の構成 (P. 26)

vCloud Director には、ユーザー通知およびシステム アラート メールを送信するために SMTP サーバーが必要で
す。組織は、システムのメール設定を使用することも、独自のメール設定を使用することもできます。

7 組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の構成 (P. 26)

リース、割り当て容量、および制限によって、組織のユーザーがストレージおよび処理のリソースを消費する能力

が制限されます。これらの設定により、ユーザーが組織のリソースを使い果たしたり、独占したりするのを防ぎます。

8 設定の確認と組織の作成 (P. 27)

組織を作成する前に、入力した設定を確認します。

[新規組織] ウィザードの起動
[新規の組織] ウィザードを起動して、組織を作成するプロセスを開始します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 [新規の組織]  ボタンをクリックします。

[新規の組織] ウィザードが起動します。

組織の名前の指定

新しい組織にわかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明を入力します。

手順

1 組織名を入力します。

この名前は、組織のメンバーが組織へのログインで使用する URL に含まれる一意の識別子となります。

vCloud Director 管理者ガイド

24  VMware, Inc.



2 組織の表示名を入力します。

この名前は、組織のメンバーが一意の URL を使用して vCloud Director にログインするときに、ブラウザのヘッ
ダーに表示されます。管理者または組織管理者は、後でこの名前を変更できます。

3 (オプション) 組織の説明を入力します。

4 [次へ]  をクリックします。

組織の LDAP オプションの指定
LDAP サービスを使用して、組織のユーザーおよびグループのディレクトリを提供します。LDAP サービスを指定しない
場合は、組織のユーザーごとにユーザー アカウントを作成する必要があります。LDAP オプションは、システム管理者の
みが設定でき、組織管理者が変更することはできません。

カスタム LDAP 設定の入力に関する詳細については、「システムの LDAP 設定の構成 (P. 93)」を参照してください。

手順

1 組織ユーザーのソースを選択します。

オプション 説明

LDAP を使用しない 組織管理者が組織内のユーザーごとにローカル ユーザー アカウントを作成します。
このオプションを選択すると、グループを作成できません。

VCD システム LDAP サービス vCloud Director システムの LDAP サービスを、組織のユーザーおよびグループの
ソースとして使用します。

カスタム LDAP サービス 組織を、組織独自の非公開 LDAP サービスに接続します。
 

2 選択した項目で必要とされる追加情報をすべて提供します。

オプション 操作

LDAP を使用しない [次へ]  をクリックします。

VCD システム LDAP サービス （省略可能）組織にインポートできるユーザーを制限するために使用する組織単位

（OU）の識別名を入力し、 [次へ]  をクリックします。何も入力しない場合は、シス
テム LDAP サービス内のすべてのユーザーを組織にインポートできます。
注意   OU を指定しても、インポートできる LDAP グループは制限されません。シス
テム LDAP ルートから任意の LDAP グループをインポートできます。ただし、OU
およびインポートされたグループの両方に属するユーザーのみが組織にログインでき

ます。

カスタム LDAP サービス [次へ]  をクリックし、組織のカスタム LDAP 設定を入力します。
 

組織へのローカル ユーザーの追加
LDAP サービスを使用できない場合でもユーザーがログインできるように、すべての組織は少なくとも 1 つのローカルの
非 LDAP 組織管理者アカウントを持っている必要があります。

手順

1 [追加]  をクリックします。

2 ユーザー名とパスワードを入力します。

3 ユーザーにロールを割り当てます。

4 (オプション) ユーザーの連絡先情報を入力します。

5 [制限なし]  を選択するか、または格納済みで実行中の仮想マシンのユーザー割り当て容量を入力し、 [OK]  をクリッ
クします。

これらの割り当て容量によって、ユーザーが組織内のストレージ リソースおよびコンピューティング リソースを消
費する能力が制限されます。
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6 [次へ]  をクリックします。

組織のカタログ公開ポリシーの設定

カタログとは、仮想マシンでの vApp の作成とアプリケーションのインストールで組織ユーザーが使用できる、vApp テ
ンプレートとメディアのライブラリです。

通常は、カタログは 1 つの組織のユーザーのみが使用できる必要がありますが、システム管理者は、組織管理者が vCloud
Director インストール環境のすべての組織に自分のカタログを公開することを許可できます。

手順

1 カタログ公開オプションを選択します。

オプション 説明

カタログを発行できません 組織管理者は、組織外のユーザーにカタログを公開できません。

すべての組織へのカタログの発行を許可する 組織管理者は、すべての組織のユーザーにカタログを公開できます。

 

2 [次へ]  をクリックします。

電子メール環境設定の構成

vCloud Director には、ユーザー通知およびシステム アラート メールを送信するために SMTP サーバーが必要です。組
織は、システムのメール設定を使用することも、独自のメール設定を使用することもできます。

手順

1 SMTP サーバーのオプションを選択します。

オプション 説明

システム デフォルトの SMTP サーバーを使用 この組織はシステムの SMTP サーバーを使用します。

組織の SMTP サーバーを設定 この組織は独自の SMTP サーバーを使用します。SMTP サーバーの DNS ホスト名ま
たは IP アドレスとポート番号を入力します。(省略可能)  [認証が必要]  チェック ボッ
クスをオンにし、ユーザー名とパスワードを入力します。

 

2 通知設定のオプションを選択します。

オプション 説明

システム デフォルトの通知設定を使用 この組織はシステムの通知設定を使用します。

組織の通知設定を設定 この組織は独自の通知設定を使用します。組織の電子メールの送信者として表示され

る電子メール アドレスと件名のプリフィックスとして使用するテキストを入力し、受
信者を選択します。

 

3 (オプション) 宛先のメール アドレスを入力し、 [電子メール設定をテスト]  をクリックして、すべての SMTP サー
バー設定が正常に構成されていることを確認します。

4 [次へ]  をクリックします。

組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の構成

リース、割り当て容量、および制限によって、組織のユーザーがストレージおよび処理のリソースを消費する能力が制限

されます。これらの設定により、ユーザーが組織のリソースを使い果たしたり、独占したりするのを防ぎます。

リースの詳細については、「リースについて (P. 23)」 を参照してください。
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手順

1 vApp および vApp テンプレートのリース オプションを選択します。

リースでは、vApp を実行できる最大時間、およびその vApp と vApp テンプレートを格納できる最大時間を指定
することで、組織のストレージ リソースおよびコンピューティング リソースに対する制御のレベルを提供します。
また、ストレージ リースの有効期限が切れた場合の vApp と vApp テンプレートの動作も指定できます。

2 実行中および格納された仮想マシンの割り当て容量を選択します。

割り当て容量により、組織内の各ユーザーが組織の仮想データセンターで格納およびパワーオンすることができる仮

想マシンの数が決まります。指定する割り当て容量は、組織に追加されるすべての新規ユーザーにとってのデフォル

ト設定となります。

3 リソースを大量に消費する操作の制限値を選択します。

コピーや移動などの特定の vCloud Director 操作では、他の操作より多くのリソースが消費されます。制限値を設
定して、リソースを大量に消費する操作が組織内のすべてのユーザーに影響を与えることを防止し、サービス拒否攻

撃を防御することもできます。

4 仮想マシンごとに、VMware Remote Console の同時接続数を選択します。

パフォーマンスやセキュリティ上の理由により、同時接続数を制限できます。

注意   この設定は、Virtual Network Computing (VNC) 接続や Remote Desktop Protocol (RDP) 接続には影響
しません。

5 (オプション)  [アカウント ロックアウトの有効化]  チェック ボックスをオンにし、ユーザー アカウントのロック前に
許可される無効なログイン回数を選択したら、ロックアウト間隔を選択します。

6 [次へ]  をクリックします。

設定の確認と組織の作成

組織を作成する前に、入力した設定を確認します。

手順

1 組織の設定を確認します。

2 (オプション)  [戻る]  をクリックして設定を変更します。

3 [完了]  をクリックして設定を受け入れ、組織を作成します。

次に進む前に

リソースを組織に割り当てます。

組織へのリソースの割り当て

プロバイダ vDC からパーティション化される組織 vDC を作成することで、組織にリソースを割り当てます。1 つの組織
が複数の組織 vDC を持つことができます。

開始する前に

リソースを組織に割り当てるには、事前にプロバイダ vDC を持っている必要があります。

手順

1 [リソースの割り当て] ウィザードの起動 (P. 28)

[リソースの割り当て] ウィザードを起動して、組織の組織 vDC を作成するプロセスを開始します。
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2 プロバイダ vDC の選択 (P. 28)

組織 vDC は、使用するコンピューティング リソースとストレージ リソースをプロバイダ vDC から入手します。
組織 vDC は、これらのリソースを、組織内の vApp と仮想マシンに提供します。

3 割り当てモデルの選択 (P. 29)

割り当てモデルにより、管理者が割り当てるプロバイダ vDC のコンピューティング リソースとメモリ リソースが
組織 vDC にコミットされる方法とタイミングが決定されます。

4 割り当てモデルの構成 (P. 29)

割り当てモデルを構成して、組織 vDC に割り当てるプロバイダ vDC リソースの量を指定します。

5 ストレージの割り当て (P. 30)

組織 vDC では、vApp および vApp テンプレートのためのストレージ領域が必要です。プロバイダ vDC データス
トアで使用可能な領域から、ストレージを割り当てることができます。

6 ネットワーク プールの選択 (P. 31)

ネットワーク プールは、vApp ネットワークと、NAT 経由ネットワークまたは内部の組織ネットワークを作成する
ために使用できる、区別されていないネットワークのグループです。

7 組織 vDC の名前の指定 (P. 31)

わかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明も入力して、新しい組織 vDC で使用できる vSphere 機能を示すこ
とができます。

8 設定の確認と組織 vDC の作成 (P. 31)

組織 vDC を作成する前に、入力した設定を確認します。

次に進む前に

ネットワークを組織に追加します。

[リソースの割り当て] ウィザードの起動
[リソースの割り当て] ウィザードを起動して、組織の組織 vDC を作成するプロセスを開始します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、メニューから  [リソースの割り当て]  を選択します。

[リソースの割り当て] ウィザードが起動します。

プロバイダ vDC の選択
組織 vDC は、使用するコンピューティング リソースとストレージ リソースをプロバイダ vDC から入手します。組
織 vDC は、これらのリソースを、組織内の vApp と仮想マシンに提供します。

手順

1 プロバイダ vDC を選択します。

プロバイダ vDC リストには使用可能なリソースに関する情報が表示され、ネットワーク リストには選択したプロバ
イダ vDC で使用可能なネットワークに関する情報が表示されます。

2 [次へ]  をクリックします。
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割り当てモデルの選択

割り当てモデルにより、管理者が割り当てるプロバイダ vDC のコンピューティング リソースとメモリ リソースが組織
vDC にコミットされる方法とタイミングが決定されます。

手順

1 割り当てモデルを選択します。

オプション 説明

割り当てプール 割り当てるリソースの数割のみが組織 vDC にコミットされます。割合を指定でき、
これによりリソースをオーバーコミットできます。

従量課金制 リソースは、組織 vDC でユーザーが vApp を作成するときにのみコミットされます。
リソースが保証する割合を指定でき、これによりリソースをオーバーコミットできま

す。従量課金制の組織 vDC に柔軟性を持たせるには、複数のリソース プールをその
プロバイダ vDC に追加します。

予約プール 割り当てるすべてのリソースは、組織 vDC に直ちにコミットされます。組織内のユー
ザーは、個々の仮想マシンに予約、制限、および優先順位の設定を指定して、オーバー

コミットを制御できます。

 

2 [次へ]  をクリックします。

割り当てモデルの構成

割り当てモデルを構成して、組織 vDC に割り当てるプロバイダ vDC リソースの量を指定します。

手順

1 割り当てモデルのオプションを選択します。

モデルによっては、一部のオプションが含まれていないものもあります。

オプション 操作

CPU の割り当て 組織 vDC で実行されている仮想マシンに割り当てる CPU の最大使用量を GHz 単位
で入力します。

確保された CPU リソース 組織 vDC で実行されている仮想マシンに保証する CPU リソースの割合を入力しま
す。100% 未満を保証すると、リソースをオーバーコミットできます。

メモリの割り当て 組織 vDC で実行されている仮想マシンに割り当てるメモリの最大使用量を GB 単位
で入力します。

確保されたメモリ リソース 組織 vDC で実行されている仮想マシンに保証するメモリ リソースの割合を入力しま
す。100% 未満を保証すると、リソースをオーバーコミットできます。

vCPU 速度 vCPU 速度を GHz 単位で入力します。組織 vDC で実行されている仮想マシンには、
vCPU あたりこの GHz 単位の速度が割り当てられます。

最大仮想マシン数 組織 vDC で作成可能な仮想マシンの最大数を入力します。
 

2 [次へ]  をクリックします。

例: 割り当てモデルの構成

組織 vDC を作成すると、vCloud Director は、指定される割り当てモデルの設定に基づいて vSphere リソース プール
を作成します。表 3-1、表 3-2、および 表 3-3 を参照してください。

表 3-1.  割り当てプール設定によるリソース プール設定への影響

割り当てプール設定 割り当てプール値 リソース プール設定 リソース プール値

CPU の割り当て 25 GHz CPU 制限 25 GHz

CPU % の保証 10% CPU の予約 2.5 GHz
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表 3-1.  割り当てプール設定によるリソース プール設定への影響 (続き)

割り当てプール設定 割り当てプール値 リソース プール設定 リソース プール値

メモリの割り当て 50 GB メモリの制限 50 GB

メモリ % の保証 20% メモリの予約 10 GB

表 3-2.  従量課金制の設定によるリソース プール設定への影響

従量課金制の設定 従量課金制の値 リソース プール設定 リソース プール値

CPU % の保証 10% CPU の予約、CPU の制限 0.00 GHz、無制限

メモリ % の保証 100% メモリの予約、メモリの制限 0.00 GB、無制限

従量課金制の組織 vDC をサポートするために作成されるリソース プールには、常に予約または制限がありません。従量
課金制の設定は、オーバーコミットにのみ影響を与えます。100% 保証とは、オーバーコミットの可能性がないことを意
味します。割合が低いほど、オーバーコミットの可能性が高くなります。

表 3-3.  予約プール設定によるリソース プール設定への影響

予約プール設定 予約プール値 リソース プール設定 リソース プール値

CPU の割り当て 25 GHz CPU の予約、CPU の制限 25 GHz、25 GHz

メモリの割り当て 50 GB メモリの予約、メモリの制限 50 GB、50 GB

ストレージの割り当て

組織 vDC では、vApp および vApp テンプレートのためのストレージ領域が必要です。プロバイダ vDC データストアで
使用可能な領域から、ストレージを割り当てることができます。

シン プロビジョニングは、ストレージの過剰な割り当てを防ぎ、ストレージ領域を節約するのに役立ちます。シン仮想
ディスクがある仮想マシンの場合、ESX/ESXi は、ディスクの現行および将来的なアクティビティで必要な領域全体をプ
ロビジョニングします。ESX/ESXi は、ディスクで初期操作に必要な分のストレージ領域のみをコミットします。

高速プロビジョニングでは、特定の操作の場合に vSphere リンク クローンを使用して時間を節約します。「仮想マシン
の高速プロビジョニング (P. 81)」 を参照してください。

重要   高速プロビジョニングには、vCenter Server 5.0 ホストと ESXi 5.0 ホストが必要です。組織 vDC が基づいている
プロバイダ vDC に ESX/ESXi 4.x ホストが含まれる場合は、高速プロビジョニングを無効化する必要があります。組織
vDC が基づいているプロバイダ vDC に、9 つ以上のホストに接続されている VMFS データストアが含まれる場合は、仮
想マシンのパワーオンに失敗することがあります。8 つ以下のホストにデータストアが接続されていることを確認してく
ださい。

手順

1 割り当てるストレージの量を入力します。

2 (オプション)  [シン プロビジョニングを有効化]  チェック ボックスをオンにして、組織 vDC 内の仮想マシンのシン
プロビジョニングを有効化します。

3 (オプション)  [高速プロビジョニングを有効化]  チェック ボックスをオフにして、組織 vDC での仮想マシンの高速
プロビジョニングを無効にします。

4 [次へ]  をクリックします。
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ネットワーク プールの選択
ネットワーク プールは、vApp ネットワークと、NAT 経由ネットワークまたは内部の組織ネットワークを作成するため
に使用できる、区別されていないネットワークのグループです。

手順

1 ネットワーク プールを選択するか、 [なし]  を選択します。

[なし]  を選択する場合は、後でネットワーク プールを追加できます。

2 組織がネットワーク プールからプロビジョニングできるネットワークの最大数を入力します。

3 [次へ]  をクリックします。

組織 vDC の名前の指定
わかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明も入力して、新しい組織 vDC で使用できる vSphere 機能を示すことがで
きます。

手順

1 名前と、必要に応じて説明を入力します。

2 [次へ]  をクリックします。

設定の確認と組織 vDC の作成
組織 vDC を作成する前に、入力した設定を確認します。

手順

1 組織 vDC の設定を確認します。

2 (オプション)  [戻る]  をクリックして設定を変更します。

3 [完了]  をクリックして設定を受け入れ、組織 vDC を作成します。

組織 vDC を作成すると、vCloud Director は、CPU とメモリのリソースを提供するために vSphere でリソース
プールを作成します。

組織へのネットワークの追加

ネットワークを組織に追加して、その仮想マシンによる互いの通信やインターネットへのアクセスを可能にします。1 つ
の組織が複数の組織ネットワークを持つことができます。

組織ネットワークについて

組織ネットワークによって、組織内の仮想マシンは互いに通信したりインターネットにアクセスしたりできます。組織ネッ

トワークでは、外部ネットワークまたはネットワーク プール、あるいはその両方が必要です。

表 3-4に、組織ネットワークのタイプを示します。
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表 3-4.  組織ネットワークのタイプとその要件

組織ネットワークのタイプ 説明 要件

外部組織ネットワーク - 直接接
続

複数の組織によってアクセス可能。異なる組織に属する仮想マ

シンからこのネットワークのトラフィックに接続し、確認でき

ます。

このネットワークは、組織外のマシンに対して直接レイヤ 2 接
続を提供します。この組織外のマシンは、組織内のマシンに直

接接続できます。

外部ネットワーク

外部組織ネットワーク - NAT 経
由の接続

この組織によってのみアクセス可能。この組織内の仮想マシン

のみがこのネットワークに接続できます。

このネットワークは、外部ネットワークに対する制限されたア

クセスも提供します。システム管理者および組織管理者はネッ

トワーク アドレス変換（NAT）およびファイアウォールの設
定を構成して、特定の仮想マシンを外部ネットワークからアク

セスできるようにできます。

外部ネットワークおよびネットワーク

プール

内部組織ネットワーク この組織によってのみアクセス可能。この組織内の仮想マシン

のみがこのネットワークのトラフィックに接続して確認できま

す。

このネットワークは、複数の vApp が接続できる隔離された非
公開ネットワークを、組織に対して提供します。このネット

ワークは、この組織外のマシンに対して接続を提供しません。

この組織外のマシンは、組織内のマシンに接続できません。

ネットワーク プール

外部の直接組織ネットワークの追加

複数の組織がアクセスできる、直接接続されている外部組織ネットワークを追加できます。外部ネットワークは通常、イ

ンターネットに接続するために使用します。組織は、このネットワークに直接接続します。

開始する前に

外部ネットワークが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [ネットワークの追加]  を選択します。

3 セットアップのタイプとネットワーク タイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

いずれかの方法を使用して、直接接続されている外部組織ネットワークを作成できます。

オプション ネットワーク タイプ

標準 外部ネットワークのチェック ボックスをオンにし、ドロップダウン メニューで  [直接
接続]  を選択します。

詳細 [外部組織ネットワーク - 直接接続]  を選択します。
 

4 外部ネットワークを選択し、 [次へ]  をクリックします。

[この組織がアクセスできるネットワークのみを使用する]  チェック ボックスをオフにして、組織 vDC を介して組織
で現在使用できない外部ネットワークを表示できます。このチェック ボックスをオフにすると、任意のネットワー
クを選択し、そのネットワークにアクセス可能な組織 vDC を後で作成できます。

5 名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

6 組織ネットワークの設定を確認します。

[完了]  をクリックして設定を受け入れて組織ネットワークを作成するか、 [戻る]  をクリックして設定を変更します。
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外部の NAT 経由組織ネットワークの追加
この組織のみがアクセスできる、外部の NAT 経由組織ネットワークを追加できます。外部の NAT 経由組織ネットワーク
により、この組織外のマシンに対して NAT 接続を提供し、アクセスできる対象をより制御できます。

開始する前に

外部ネットワークとネットワーク プールが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [ネットワークの追加]  を選択します。

3 セットアップのタイプとネットワーク タイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

いずれかの方法を使用して、外部経由の組織ネットワークを作成できます。

オプション ネットワーク タイプ

標準 外部ネットワークのチェック ボックスをオンにし、ドロップダウン メニューで  [経路
指定された接続]  を選択します。

詳細 [外部組織ネットワーク - NAT 経路指定接続]  を選択します。
 

4 外部ネットワークおよびネットワーク プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

5 (オプション) 組織 vDC を介して組織で現在使用できない外部ネットワークとネットワーク プールを表示するに
は、 [この組織がアクセスできるネットワークのみを使用します]  チェック ボックスをオフにします。

このチェック ボックスをオフにすると、任意のネットワークまたはネットワーク プールを選択し、そのネットワー
クまたはネットワーク プールにアクセス可能な組織 vDC を後で作成できます。

6 デフォルトのネットワーク設定を使用するか、または独自の設定を入力し、 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) NAT サービスで使用するネットワークの外部 IP アドレスを入力し、 [追加]  をクリックして  [次へ]  を
クリックします。

この設定は、詳細なセットアップでのみ設定可能です。複数の外部 IP アドレスを追加できます。

8 名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

9 組織ネットワークの設定を確認します。

[完了]  をクリックして設定を受け入れて組織ネットワークを作成するか、 [戻る]  をクリックして設定を変更します。

次に進む前に

外部 IP アドレスを追加した場合は、マップ方法を設定できます。「組織ネットワークのポート転送の構成 (P. 56)」 を
参照してください。

内部の組織ネットワークの追加

複数の vApp が接続でき、この組織のみがアクセスできる、内部組織ネットワークを追加できます。

開始する前に

ネットワーク プールが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [ネットワークの追加]  を選択します。
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3 セットアップのタイプとネットワーク タイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

いずれかの方法を使用して、内部組織ネットワークを作成できます。

オプション ネットワーク タイプ

標準 内部ネットワークのチェック ボックスを選択します。

詳細 [内部組織ネットワーク]  を選択します。
 

4 ネットワーク プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

[この組織がアクセスできるネットワークのみを使用する]  チェック ボックスをオフにして、組織 vDC を介して組織
で現在使用できないネットワーク プールを表示できます。このチェック ボックスをオフにすると、任意のネットワー
ク プールを選択し、そのネットワーク プールにアクセス可能な組織 vDC を後で作成できます。

5 デフォルトのネットワーク設定を使用するか、または独自の設定を入力し、 [次へ]  をクリックします。

6 名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

7 組織ネットワークの設定を確認します。

[完了]  をクリックして設定を受け入れて組織ネットワークを作成するか、 [戻る]  をクリックして設定を変更します。
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公開カタログの作成 4
一連の vApp テンプレートまたはメディア ファイルを、vCloud Director インストール環境のすべての組織で使用可能
にするために、カタログを公開できます。

組織は、カタログを使用して vApp テンプレートとメディア ファイルを格納します。組織のメンバーは、カタログ項目を
構成要素として使用して、独自の vApp を作成できます。

カタログを公開すると、カタログの項目が vCloud Director インストール環境のすべての組織で使用できるようになりま
す。各組織の管理者は、ユーザーに提供するカタログ項目を選択できます。

公開カタログを作成するには、事前にカタログが含まれる組織を作成し、プロビジョニングする必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n カタログ公開の有効化 (P. 35)

n 公開されたカタログの作成 (P. 35)

n vApp テンプレートのアップロード (P. 36)

n vSphere からの vApp テンプレートのインポート (P. 36)

n メディア ファイルのアップロード (P. 37)

n vSphere からのメディア ファイルのインポート (P. 37)

n カタログを発行 (P. 38)

カタログ公開の有効化

組織のカタログを公開するには、事前に組織のカタログ公開を有効にする必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [カタログの発行]  タブで  [すべての組織へのカタログの発行を許可する]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

公開されたカタログの作成

発行されたカタログを作成して、アップロードおよびインポートされた vApp テンプレートとメディア ファイルをそのカ
タログに含め、すべての組織で使用できるようにすることができます。組織に複数のカタログを追加して、各カタログへ

のアクセスを個々に制御できます。

開始する前に

カタログ発行を許可する組織が存在することを確認します。
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手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [カタログ]  をクリックし、左側のペインで  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

4 [カタログ]  タブで、 [新規]  をクリックします。

5 カタログ名と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

6 [次へ]  をクリックします。

7 [すべての組織に発行]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

8 カタログ設定を確認し、 [完了]  をクリックします。

vApp テンプレートのアップロード
他のユーザーが使用できるように、OVF パッケージを vApp テンプレートとしてアップロードできます。vCloud Director
では、OVF 1.0 と OVF 1.1 をサポートします。

vCloud Director では、OVF (Open Virtualization Format) の仕様に基づいて OVF をサポートします。デプロイ オプ
ションを含む OVF をアップロードした場合、これらのオプションは vApp テンプレートに保存されます。

ユーザーが vCloud Director にアップロードしたファイルを隔離し、受け入れる前に処理することができます。たとえ
ば、ウイルスに対してファイルをスキャンできます。「アップロードしたファイルの検疫 (P. 105)」 を参照してください。

開始する前に

以下の条件を満たしていることを確認します。

n OVF パッケージのアップロード先となる組織に、カタログと組織 vDC が存在する。

n アップロード元のコンピュータに、Java Plug-in 1.6.0_10 以降がインストールされている。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [カタログ]  をクリックし、左側のペインで  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

4 [vApp テンプレート]  タブで、 [アップロード]  をクリックします。

5 [参照]  をクリックして、OVF パッケージの場所を参照し、OVF パッケージを選択して  [開く]  をクリックします。

6 vApp テンプレートの名前と、必要に応じて説明を入力します。

7 組織の vDC とカタログを選択し、 [アップロード]  をクリックします。

次に進む前に

vApp の仮想マシンに vSphere Tools がインストールされていることを確認します。vSphere Tools は、ゲストのカス
タマイズをサポートするために必要です。『VMware vCloud Director ユーザー ガイド』を参照してください。

vSphere からの vApp テンプレートのインポート
vSphere から仮想マシンをインポートし、他のユーザーに対して使用可能なカタログに vApp テンプレートとして保存
できます。

開始する前に

vCloud Director システム管理者であることを確認します。

vCloud Director 管理者ガイド
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手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [カタログ]  をクリックし、左側のペインで  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

4 [vApp テンプレート]  タブで  [vSphere からのインポート]  をクリックします。

5 vCenter Server と仮想マシンを選択します。

6 vApp テンプレートの名前と、必要に応じて説明を入力します。

7 組織 vDC とカタログを選択します。

8 仮想マシンをカタログに移動するか、コピーするかを選択します。

9 vApp テンプレートをカタログのゴールド マスターとしてマークするかどうかを選択します。

vApp テンプレートを Gold Master としてマークすると、その情報は vApp テンプレートのリストに表示されます。

10 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

vApp の仮想マシンに vSphere Tools がインストールされていることを確認します。vSphere Tools は、ゲストのカス
タマイズをサポートするために必要です。『VMware vCloud Director ユーザー ガイド』を参照してください。

メディア ファイルのアップロード
メディアを他のユーザーが使用できるように、ISO または FLP ファイルをアップロードできます。

ユーザーが vCloud Director にアップロードしたファイルを隔離し、受け入れる前に処理することができます。たとえ
ば、ウイルスに対してファイルをスキャンできます。「アップロードしたファイルの検疫 (P. 105)」 を参照してください。

開始する前に

アップロード元のコンピュータに Java Plug-in 1.6.0_10 以降がインストールされていることを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [カタログ]  をクリックし、左側のペインで  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

4 [メディア]  タブで、 [アップロード]  をクリックします。

5 [参照]  をクリックして、メディア ファイルの場所を参照し、メディア ファイルを選択して  [開く]  をクリックします。

6 メディア ファイルの名前と、必要に応じて説明を入力します。

7 組織の vDC とカタログを選択し、 [アップロード]  をクリックします。

vSphere からのメディア ファイルのインポート
vSphere データストアからメディア ファイルをインポートしてカタログに保存し、他のユーザーが使用できるようにす
ることができます。

開始する前に

vCloud Director システム管理者である必要があります。メディア ファイルが含まれているデータストアとそのファイル
へのパスを調べておく必要があります。
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手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [カタログ]  をクリックし、左側のペインで  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

4 [メディア]  タブで  [vSphere からインポート]  ボタンをクリックします。

5 メディア ファイルの名前と、必要に応じて説明を入力します。

6 インポート元の vCenter Server とデータストアを選択し、メディア ファイルへのパスを入力します。

7 組織 vDC とカタログを選択します。

8 [OK]  をクリックします。

カタログを発行

カタログを発行すると、そのカタログの vApp テンプレートとメディア ファイルを、インストール環境におけるすべての
組織に対して使用可能にすることができます。

開始する前に

カタログを含む組織でカタログ発行が許可されていることを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [カタログ]  をクリックし、左側のペインで  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

4 [カタログ] タブでカタログ名を右クリックし、 [発行]  を選択します。

5 [公開] タブで  [すべての組織に発行]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

vCloud Director インストール環境のすべての組織について、カタログとそのすべての内容が  [公開カタログ]  の下に表
示されます。

vCloud Director 管理者ガイド
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クラウド リソースの管理 5
プロバイダ vDC、組織 vDC、外部ネットワーク、組織ネットワーク、およびネットワーク プールは、すべてクラウド リ
ソースとみなされます。クラウド リソースを vCloud Director に追加したら、クラウド リソースを変更したり、クラウ
ド リソースの相互関係に関する情報を表示したりできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n プロバイダ vDC の管理 (P. 39)

n 組織 vDC の管理 (P. 43)

n 外部ネットワークの管理 (P. 49)

n 組織ネットワークの管理 (P. 50)

n ネットワーク プールの管理 (P. 66)

n クラウド セルの管理 (P. 67)

プロバイダ vDC の管理
プロバイダ vDC を作成したら、プロバイダ vDC のプロパティを変更したり、プロバイダ vDC 自体を無効化/削除した
り、プロバイダ vDC の ESX/ESXi ホストとデータストアを管理したりできます。

プロバイダ vDC の有効化または無効化
プロバイダ vDC を無効化して、そのプロバイダ vDC のリソースを使用する組織 vDC が作成されないようにすることが
できます。

プロバイダ vDC を無効にすると、vCloud Director はそのリソースを使用する組織 vDC も無効にします。実行中の vApp
およびパワーオンされた仮想マシンは継続して実行されますが、追加の vApp または仮想マシンを作成したり開始したり
することはできません。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [有効化]  または  [無効化]  を選択します。

プロバイダ vDC の削除
プロバイダ vDC を削除し、そのコンピューティング リソース、メモリ リソース、およびストレージ リソースを vCloud
Director から削除することができます。リソースは、影響を受けずに vSphere に残されます。

開始する前に

n プロバイダ vDC を無効化します。
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n プロバイダ vDC を使用する組織 vDC と組織ネットワークをすべて無効化して削除します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

プロバイダ vDC の名前および説明の変更
vCloud Director のインストール環境の規模が大きくなるにつれて、既存のプロバイダ vDC によりわかりやすい名前ま
たは説明を割り当てることが必要になる場合があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 新しい名前または説明を入力し、 [OK]  をクリックします。

名前フィールドと説明フィールドを使用して、プロバイダ vDC で使用できる vSphere HA などの vSphere 機能を
示すことができます。

プロバイダ vDC ホストの有効化または無効化
ホストで vApp が起動しないように、ホストを無効にできます。ホスト上ですでに実行されている仮想マシンには影響し
ません。

ホストでメンテナンスを実行するには、そのホストからすべての vApp を移行するか、またはすべての vApp を停止して
から、ホストを無効にします。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ホスト]  タブをクリックします。

4 ホスト名を右クリックし、 [ホストを有効化]  または  [ホストを無効化]  を選択します。

vCloud Director は、そのリソースを使用するすべてのプロバイダ vDC のホストを有効または無効にします。

プロバイダ vDC ホストの準備または準備解除
vCloud Director が使用する vSphere クラスタに ESX/ESXi ホストを追加する場合、プロバイダ vDC でホストのリソー
スを使用するには、まずホストを準備する必要があります。ホストを準備解除すれば、vCloud Director 環境から削除で
きます。

実行中の仮想マシンのホスト間の移動については、「ESX/ESXi ホスト間の仮想マシンの移動 (P. 71)」を参照してくだ
さい。

ロックダウン モードのホストは準備できません。ホストを準備した後、ロックダウン モードを有効にできます。

開始する前に

ホストを準備解除するには、事前にそのホストを無効にし、そのホストで仮想マシンが実行されていないことを確認する

必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。
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2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ホスト]  タブをクリックします。

4 ホスト名を右クリックし、 [ホストを準備]  または  [ホストを準備解除]  を選択します。

vCloud Director は、そのリソースを使用するすべてのプロバイダ vDC のホストを準備または準備解除します。

プロバイダ vDC ホストの ESX/ESXi ホスト エージェントのアップグレード
vCloud Director により、インストール環境内の各 ESX/ESXi ホストにエージェント ソフトウェアがインストールされま
す。ESX/ESXi ホストをアップグレードする場合は、ESX/ESXi ホスト エージェントもアップグレードする必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ホスト]  タブをクリックします。

4 ホスト名を右クリックし、 [ホストをアップグレード]  を選択します。

vCloud Director がホスト エージェントをアップグレードします。このアップグレードは、そのホストを使用するすべて
のプロバイダ vDC に影響します。

プロバイダ vDC の ESX/ESXi ホストの修復
ESX/ESXi ホストの vCloud Director エージェントと通信できない場合は、ホストの修復を試みます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ホスト]  タブをクリックします。

4 ホスト名を右クリックし、 [ホストを修復]  を選択します。

vCloud Director がホストを修復します。この操作は、そのホストを使用するすべてのプロバイダ vDC に影響します。

プロバイダ vDC データストアの有効化または無効化
データストアを無効にすると、そのデータストアに関連付けられた vApp を起動したり、そのデータストアで vApp を作
成したりできなくなります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [データストア]  タブをクリックします。

4 データストア名を右クリックし、 [有効化]  または  [無効化]  を選択します。

vCloud Director は、そのリソースを使用するすべてのプロバイダ vDC のデータストアを有効または無効にします。

プロバイダ vDC へのストレージ容量の追加
1 つ以上のデータストアを追加して、ストレージ容量をプロバイダ vDC に追加できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。
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2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [データストア]  タブをクリックします。

4 [追加/削除]  をクリックします。

5 リストからデータストアを選択して  [追加]  をクリックし、 [OK]  をクリックします。

vCloud Director は、プロバイダ vDC を使用する読み取り専用のデータストアの使用をサポートしていません。ほ
とんどの場合、読み取り専用のデータストアはリストに表示されませんが、一部の読み取り専用の NFS データスト
アは表示される可能性があります。これらのデータストアを自分のプロバイダ vDC に追加しないでください。

vSphere DRS はローカル ストレージの仮想マシンを移行できないため、共有ストレージのみを使用してください。

vCloud Director は、プロバイダ vDC が使用するためのデータストアを追加します。

プロバイダ vDC へのリソース プールの追加
プロバイダ vDC が提供する従量課金制組織 vDC を拡張できるように、プロバイダ vDC に追加のリソース プールを加え
ることができます。

複数のリソース プールでバッキングされているコンピューティング リソースは、必要に応じてより多くの仮想マシンに
対応するよう拡張できます。

開始する前に

プロバイダ vDC のプライマリ リソース プールと同じ vCenter データセンターに、1 つ以上の使用可能なリソース プー
ルがあることを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [リソース プール]  タブをクリックします。

4 [リソース プールの追加]  をクリックします。

5 追加するリソース プールを選択し、 [完了]  をクリックします。

vCloud Director では、リソース プールをプロバイダ vDC で使用できるよう追加し、そのプロバイダ vDC でバッキン
グされる従量課金制の組織 vDC すべてに柔軟性を持たせます。

プロバイダ vDC データストアの低ディスク領域警告の構成
データストアで使用可能な容量として指定したしきい値に到達したら vCloud Director から電子メールを受信するよう
に、データストアの低ディスク領域警告を構成できます。これらの警告により、問題が発生する前に、ディスク領域が少

ないことが通知されます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [データストア]  タブをクリックします。

4 データストア名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

5 データストアのディスク領域しきい値を選択します。

黄色と赤の 2 つのしきい値を設定できます。vCloud Director が電子メール アラートを送信するとき、メッセージ
には、どちらのしきい値を超えたのかが示されます。

6 [OK]  をクリックします。
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vCloud Director は、データストアを使用するすべてのプロバイダ vDC のしきい値を設定し、データストアがしきい値
を超えると電子メール アラートを送信します。

プロバイダ vDC ユーザーへの電子メール通知の送信
プロバイダ vDC 内のオブジェクト (vApp やメディア ファイルなど) を所有するすべてのユーザーに、電子メール通知を
送信できます。たとえば、電子メール通知を送信して、ユーザーに今後のシステム メンテナンスなどを知らせることがで
きます。

開始する前に

SMTP サーバに対する有効な接続があることを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 プロバイダ vDC 名を右クリックして  [通知]  を選択します。

3 電子メールの件名および本文を入力し、 [電子メールを送信]  をクリックします。

組織 vDC の管理
組織 vDC を作成したら、組織 vDC のプロパティを変更したり、組織 vDC 自体を無効化/削除したり、組織 vDC の割り
当てモデル、ストレージ、ネットワーク設定を管理したりできます。

組織 vDC の作成
組織 vDC を作成して、組織にリソースを割り当てます。組織 vDC はプロバイダ vDC からパーティションで区切られて
います。1 つの組織が複数の組織 vDC を持つことができます。

開始する前に

リソースを組織に割り当てるには、事前にプロバイダ vDC を持っている必要があります。

手順

1 [新規の組織 vDC] ウィザードの起動 (P. 44)

[新規の組織 vDC] ウィザードを起動して、組織 vDC を作成するプロセスを開始します。

2 組織 vDC への組織の選択 (P. 44)

組織 vDC を作成し、vCloud Director システムの任意の組織にリソースを提供できます。1 つの組織に対して、複
数の組織 vDC を作成できます。

3 プロバイダ vDC の選択 (P. 44)

組織 vDC は、使用するコンピューティング リソースとストレージ リソースをプロバイダ vDC から入手します。
組織 vDC は、これらのリソースを、組織内の vApp と仮想マシンに提供します。

4 割り当てモデルの選択 (P. 45)

割り当てモデルにより、管理者が割り当てるプロバイダ vDC のコンピューティング リソースとメモリ リソースが
組織 vDC にコミットされる方法とタイミングが決定されます。

5 割り当てモデルの構成 (P. 45)

割り当てモデルを構成して、組織 vDC に割り当てるプロバイダ vDC リソースの量を指定します。

6 ストレージの割り当て (P. 46)

組織 vDC では、vApp および vApp テンプレートのためのストレージ領域が必要です。プロバイダ vDC データス
トアで使用可能な領域から、ストレージを割り当てることができます。
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7 ネットワーク プールの選択 (P. 47)

ネットワーク プールは、vApp ネットワークと、NAT 経由ネットワークまたは内部の組織ネットワークを作成する
ために使用できる、区別されていないネットワークのグループです。

8 組織 vDC の名前の指定 (P. 47)

わかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明も入力して、新しい組織 vDC で使用できる vSphere 機能を示すこ
とができます。

9 設定の確認と組織 vDC の作成 (P. 47)

組織 vDC を作成する前に、入力した設定を確認します。

[新規の組織 vDC] ウィザードの起動

[新規の組織 vDC] ウィザードを起動して、組織 vDC を作成するプロセスを開始します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインにある  [組織 vDC]  をクリックします。

2 [新規の vDC]  ボタンをクリックします。

組織 vDC への組織の選択

組織 vDC を作成し、vCloud Director システムの任意の組織にリソースを提供できます。1 つの組織に対して、複数の
組織 vDC を作成できます。

手順

1 組織を選択します。

2 [次へ]  をクリックします。

プロバイダ vDC の選択

組織 vDC は、使用するコンピューティング リソースとストレージ リソースをプロバイダ vDC から入手します。組
織 vDC は、これらのリソースを、組織内の vApp と仮想マシンに提供します。

手順

1 プロバイダ vDC を選択します。

プロバイダ vDC リストには使用可能なリソースに関する情報が表示され、ネットワーク リストには選択したプロバ
イダ vDC で使用可能なネットワークに関する情報が表示されます。

2 [次へ]  をクリックします。
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割り当てモデルの選択

割り当てモデルにより、管理者が割り当てるプロバイダ vDC のコンピューティング リソースとメモリ リソースが組織
vDC にコミットされる方法とタイミングが決定されます。

手順

1 割り当てモデルを選択します。

オプション 説明

割り当てプール 割り当てるリソースの数割のみが組織 vDC にコミットされます。割合を指定でき、
これによりリソースをオーバーコミットできます。

従量課金制 リソースは、組織 vDC でユーザーが vApp を作成するときにのみコミットされます。
リソースが保証する割合を指定でき、これによりリソースをオーバーコミットできま

す。従量課金制の組織 vDC に柔軟性を持たせるには、複数のリソース プールをその
プロバイダ vDC に追加します。

予約プール 割り当てるすべてのリソースは、組織 vDC に直ちにコミットされます。組織内のユー
ザーは、個々の仮想マシンに予約、制限、および優先順位の設定を指定して、オーバー

コミットを制御できます。

 

2 [次へ]  をクリックします。

割り当てモデルの構成

割り当てモデルを構成して、組織 vDC に割り当てるプロバイダ vDC リソースの量を指定します。

手順

1 割り当てモデルのオプションを選択します。

モデルによっては、一部のオプションが含まれていないものもあります。

オプション 操作

CPU の割り当て 組織 vDC で実行されている仮想マシンに割り当てる CPU の最大使用量を GHz 単位
で入力します。

確保された CPU リソース 組織 vDC で実行されている仮想マシンに保証する CPU リソースの割合を入力しま
す。100% 未満を保証すると、リソースをオーバーコミットできます。

メモリの割り当て 組織 vDC で実行されている仮想マシンに割り当てるメモリの最大使用量を GB 単位
で入力します。

確保されたメモリ リソース 組織 vDC で実行されている仮想マシンに保証するメモリ リソースの割合を入力しま
す。100% 未満を保証すると、リソースをオーバーコミットできます。

vCPU 速度 vCPU 速度を GHz 単位で入力します。組織 vDC で実行されている仮想マシンには、
vCPU あたりこの GHz 単位の速度が割り当てられます。

最大仮想マシン数 組織 vDC で作成可能な仮想マシンの最大数を入力します。
 

2 [次へ]  をクリックします。

例: 割り当てモデルの構成

組織 vDC を作成すると、vCloud Director は、指定される割り当てモデルの設定に基づいて vSphere リソース プール
を作成します。表 5-1、表 5-2、および 表 5-3 を参照してください。

表 5-1.  割り当てプール設定によるリソース プール設定への影響

割り当てプール設定 割り当てプール値 リソース プール設定 リソース プール値

CPU の割り当て 25 GHz CPU 制限 25 GHz

CPU % の保証 10% CPU の予約 2.5 GHz
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表 5-1.  割り当てプール設定によるリソース プール設定への影響 (続き)

割り当てプール設定 割り当てプール値 リソース プール設定 リソース プール値

メモリの割り当て 50 GB メモリの制限 50 GB

メモリ % の保証 20% メモリの予約 10 GB

表 5-2.  従量課金制の設定によるリソース プール設定への影響

従量課金制の設定 従量課金制の値 リソース プール設定 リソース プール値

CPU % の保証 10% CPU の予約、CPU の制限 0.00 GHz、無制限

メモリ % の保証 100% メモリの予約、メモリの制限 0.00 GB、無制限

従量課金制の組織 vDC をサポートするために作成されるリソース プールには、常に予約または制限がありません。従量
課金制の設定は、オーバーコミットにのみ影響を与えます。100% 保証とは、オーバーコミットの可能性がないことを意
味します。割合が低いほど、オーバーコミットの可能性が高くなります。

表 5-3.  予約プール設定によるリソース プール設定への影響

予約プール設定 予約プール値 リソース プール設定 リソース プール値

CPU の割り当て 25 GHz CPU の予約、CPU の制限 25 GHz、25 GHz

メモリの割り当て 50 GB メモリの予約、メモリの制限 50 GB、50 GB

ストレージの割り当て

組織 vDC では、vApp および vApp テンプレートのためのストレージ領域が必要です。プロバイダ vDC データストアで
使用可能な領域から、ストレージを割り当てることができます。

シン プロビジョニングは、ストレージの過剰な割り当てを防ぎ、ストレージ領域を節約するのに役立ちます。シン仮想
ディスクがある仮想マシンの場合、ESX/ESXi は、ディスクの現行および将来的なアクティビティで必要な領域全体をプ
ロビジョニングします。ESX/ESXi は、ディスクで初期操作に必要な分のストレージ領域のみをコミットします。

高速プロビジョニングでは、特定の操作の場合に vSphere リンク クローンを使用して時間を節約します。「仮想マシン
の高速プロビジョニング (P. 81)」 を参照してください。

重要   高速プロビジョニングには、vCenter Server 5.0 ホストと ESXi 5.0 ホストが必要です。組織 vDC が基づいている
プロバイダ vDC に ESX/ESXi 4.x ホストが含まれる場合は、高速プロビジョニングを無効化する必要があります。組織
vDC が基づいているプロバイダ vDC に、9 つ以上のホストに接続されている VMFS データストアが含まれる場合は、仮
想マシンのパワーオンに失敗することがあります。8 つ以下のホストにデータストアが接続されていることを確認してく
ださい。

手順

1 割り当てるストレージの量を入力します。

2 (オプション)  [シン プロビジョニングを有効化]  チェック ボックスをオンにして、組織 vDC 内の仮想マシンのシン
プロビジョニングを有効化します。

3 (オプション)  [高速プロビジョニングを有効化]  チェック ボックスをオフにして、組織 vDC での仮想マシンの高速
プロビジョニングを無効にします。

4 [次へ]  をクリックします。
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ネットワーク プールの選択

ネットワーク プールは、vApp ネットワークと、NAT 経由ネットワークまたは内部の組織ネットワークを作成するため
に使用できる、区別されていないネットワークのグループです。

手順

1 ネットワーク プールを選択するか、 [なし]  を選択します。

[なし]  を選択する場合は、後でネットワーク プールを追加できます。

2 組織がネットワーク プールからプロビジョニングできるネットワークの最大数を入力します。

3 [次へ]  をクリックします。

組織 vDC の名前の指定

わかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明も入力して、新しい組織 vDC で使用できる vSphere 機能を示すことがで
きます。

手順

1 名前と、必要に応じて説明を入力します。

2 [次へ]  をクリックします。

設定の確認と組織 vDC の作成

組織 vDC を作成する前に、入力した設定を確認します。

手順

1 組織 vDC の設定を確認します。

2 (オプション)  [戻る]  をクリックして設定を変更します。

3 [完了]  をクリックして設定を受け入れ、組織 vDC を作成します。

組織 vDC を作成すると、vCloud Director は、CPU とメモリのリソースを提供するために vSphere でリソース
プールを作成します。

組織 vDC の有効化または無効化
組織 vDC を無効化すると、その他の vApp と仮想マシンでコンピューティング リソースとストレージ リソースが使用で
きなくなります。実行中の vApp およびパワーオンされた仮想マシンは継続して実行されますが、追加の vApp または仮
想マシンを作成したり開始したりすることはできません。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織 vDC]  をクリックします。

2 組織 vDC 名を右クリックし、 [有効化]  または  [無効化]  を選択します。

組織 vDC の削除
組織 vDC を削除し、そのコンピューティング リソース、メモリ リソース、およびストレージ リソースを組織から削除す
ることができます。リソースは、影響を受けずにソース プロバイダ vDC に残されます。

開始する前に

組織 vDC を無効化し、その vApp、vApp テンプレート、およびメディアをすべて移動または削除します。
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手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織 vDC]  をクリックします。

2 組織 vDC 名を右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

組織 vDC の名前および説明の変更
vCloud Director のインストール環境の規模が大きくなるにつれて、既存の組織 vDC によりわかりやすい名前または説
明を割り当てることが必要になる場合があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織 vDC]  をクリックします。

2 組織 vDC 名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [全般]  タブで新しい名前と説明を入力し、 [OK]  をクリックします。

名前フィールドと説明フィールドを使用して、組織 vDC で使用できる vSphere HA などの vSphere 機能を示すこ
とができます。

組織 vDC 割り当てモデルの設定の編集
組織 vDC の割り当てモデルは変更できませんが、組織 vDC の作成時に指定した割り当てモデルの設定の一部は変更でき
ます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインにある  [組織 vDC]  をクリックします。

2 組織 vDC 名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [割り当て]  タブで新しい割り当てモデルの設定を入力し、 [OK]  をクリックします。

これらの設定は、この時点以後に起動する vApp にのみ影響します。すでに実行されている vApp は影響を受けま
せん。vCloud Director がこの組織 vDC について報告する使用状況情報は、実行されているすべての vApp を停止
して再起動するまで新しい設定に反映されません。

組織 vDC ストレージの設定の編集
組織 vDC を作成して使用した後に、ソース プロバイダ vDC からストレージ リソースをさらに割り当てることができま
す。また、その組織 vDC のシン プロビジョニングと高速プロビジョニングを有効化または無効化することもできます。

高速プロビジョニングの詳細については、「仮想マシンの高速プロビジョニング (P. 81)」 を参照してください。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織 vDC]  をクリックします。

2 組織 vDC 名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ストレージ]  タブで新しいストレージ設定を入力し、 [OK]  をクリックします。

重要   高速プロビジョニングには、vCenter Server 5.0 ホストと ESXi 5.0 ホストが必要です。組織 vDC が基づいて
いるプロバイダ vDC に ESX/ESXi 4.x ホストが含まれる場合は、高速プロビジョニングを無効化する必要があります。
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組織 vDC ネットワークの設定の編集
組織 vDC でプロビジョニングされるネットワークの最大数と、ネットワークのプロビジョニング元となるネットワーク
プールを変更できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインにある  [組織 vDC]  をクリックします。

2 組織 vDC 名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ネットワーク プール]  タブで新しいネットワークの設定を入力し、 [OK]  をクリックします。

外部ネットワークの管理

外部ネットワークを作成したら、外部ネットワークの名前、説明、ネットワーク仕様を変更したり、IP アドレスを外部
ネットワークの IP アドレス プールに追加したり、ネットワーク自体を削除したりできます。

外部ネットワークの名前および説明の変更

vCloud Director のインストール環境の規模が大きくなるにつれて、既存の外部ネットワークによりわかりやすい名前ま
たは説明を割り当てることが必要になる場合があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [外部ネットワーク]  をクリックします。

2 外部ネットワーク名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [名前と説明]  タブで新しい名前と説明を入力し、 [OK]  をクリックします。

外部ネットワーク仕様の変更

外部ネットワークのネットワーク仕様が変更された場合は、そのネットワークの設定を変更できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [外部ネットワーク]  をクリックします。

2 外部ネットワーク名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ネットワークの仕様]  タブでネットワーク設定を変更し、 [OK]  をクリックします。

ネットワーク マスクまたはデフォルト ゲートウェイは変更できません。ネットマスクまたはゲートウェイが異なる
外部ネットワークが必要な場合は、そのようなネットワークを作成します。

外部ネットワーク IP プールへの IP アドレスの追加
外部ネットワークの IP アドレスが足りなくなりそうな場合は、IP プールにアドレスを追加できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [外部ネットワーク]  をクリックします。

2 外部ネットワーク名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ネットワークの仕様]  タブで、テキスト ボックスに IP アドレスまたは IP アドレス範囲を入力し、 [追加]  をクリッ
クします。

4 [OK]  をクリックします。
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外部ネットワークの削除

外部ネットワークを削除して vCloud Director から削除します。

開始する前に

外部ネットワークを削除するには、事前にそのネットワークに依存する組織ネットワークをすべて削除する必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [外部ネットワーク]  をクリックします。

2 外部ネットワーク名を右クリックし、 [ネットワークを削除]  を選択します。

組織ネットワークの管理

組織ネットワークを追加、リセット、削除できるのは、システム管理者のみです。

システム管理者および組織管理者は、組織ネットワークのプロパティを変更し、組織ネットワークのサービスを構成し、

IP アドレスの割り当てを確認できます。

組織ネットワークの作成

ネットワークを組織に追加して、その仮想マシンによる互いの通信やインターネットへのアクセスを可能にします。1 つ
の組織が複数の組織ネットワークを持つことができます。

表 5-4に、組織ネットワークのタイプを示します。

表 5-4.  組織ネットワークのタイプとその要件

組織ネットワークのタイプ 説明 要件

外部組織ネットワーク - 直接接
続

複数の組織によってアクセス可能。異なる組織に属する仮想マ

シンからこのネットワークのトラフィックに接続し、確認でき

ます。

このネットワークは、組織外のマシンに対して直接レイヤ 2 接
続を提供します。この組織外のマシンは、組織内のマシンに直

接接続できます。

外部ネットワーク

外部組織ネットワーク - NAT 経
由の接続

この組織によってのみアクセス可能。この組織内の仮想マシン

のみがこのネットワークに接続できます。

このネットワークは、外部ネットワークに対する制限されたア

クセスも提供します。システム管理者および組織管理者はネッ

トワーク アドレス変換（NAT）およびファイアウォールの設
定を構成して、特定の仮想マシンを外部ネットワークからアク

セスできるようにできます。

外部ネットワークおよびネットワーク

プール

内部組織ネットワーク この組織によってのみアクセス可能。この組織内の仮想マシン

のみがこのネットワークのトラフィックに接続して確認できま

す。

このネットワークは、複数の vApp が接続できる隔離された非
公開ネットワークを、組織に対して提供します。このネット

ワークは、この組織外のマシンに対して接続を提供しません。

この組織外のマシンは、組織内のマシンに接続できません。

ネットワーク プール

外部の直接組織ネットワークの作成

複数の組織がアクセスできる、直接接続されている外部組織ネットワークを作成できます。外部ネットワークは通常、イ

ンターネットに接続するために使用します。組織は、このネットワークに直接接続します。

開始する前に

外部ネットワーク。
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手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 [ネットワークを追加]  をクリックします。

[組織ネットワークを作成] ウィザードが起動します。

3 組織を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 セットアップのタイプとネットワーク タイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

いずれかの方法を使用して、外部の直接組織ネットワークを作成できます。

オプション ネットワーク タイプ

標準 外部ネットワークのチェック ボックスをオンにし、ドロップダウン メニューで  [直接
接続]  を選択します。

詳細 [外部組織ネットワーク - 直接接続]  を選択します。
 

5 外部ネットワークを選択し、 [次へ]  をクリックします。

[この組織がアクセスできるネットワークのみを使用する]  チェック ボックスをオフにして、組織 vDC を介して組織
で現在使用できない外部ネットワークを表示できます。このチェック ボックスをオフにすると、任意のネットワー
クを選択し、そのネットワークにアクセス可能な組織 vDC を後で作成できます。

6 名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

7 組織ネットワークの設定を確認します。

[完了]  をクリックして設定を受け入れて組織ネットワークを作成するか、 [戻る]  をクリックして設定を変更します。

外部の NAT 経由組織ネットワークの作成

この組織のみがアクセスできる、外部の NAT 経由組織ネットワークを作成できます。外部の NAT 経由組織ネットワーク
により、この組織外のマシンに対して NAT 接続を提供し、アクセスできる対象をより制御できます。

開始する前に

外部ネットワークとネットワーク プールが組織に存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 [ネットワークを追加]  をクリックします。

[組織ネットワークを作成] ウィザードが起動します。

3 組織を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 セットアップのタイプとネットワーク タイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

いずれかの方法を使用して、外部経由の組織ネットワークを作成できます。

オプション ネットワーク タイプ

標準 外部ネットワークのチェック ボックスをオンにし、ドロップダウン メニューで  [経路
指定された接続]  を選択します。

詳細 [外部組織ネットワーク - NAT 経路指定接続]  を選択します。
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5 外部ネットワークおよびネットワーク プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

[この組織がアクセスできるネットワークのみを使用する]  チェック ボックスをオフにして、組織 vDC を介して組織
で現在使用できない外部ネットワークとネットワーク プールを表示できます。このチェック ボックスをオフにする
と、任意のネットワークまたはネットワーク プールを選択し、そのネットワークまたはネットワーク プールにアク
セス可能な組織 vDC を後で作成できます。

6 デフォルトのネットワーク設定を使用するか、独自の設定を入力し、 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) NAT サービスで使用するネットワークの外部 IP アドレスを入力し、 [追加]  をクリックして  [次へ]  を
クリックします。

この設定は、詳細なセットアップでのみ指定可能です。複数の外部 IP アドレスを追加できます。

8 名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

9 組織ネットワークの設定を確認します。

[完了]  をクリックして設定を受け入れて組織ネットワークを作成するか、 [戻る]  をクリックして設定を変更します。

次に進む前に

外部 IP アドレスを追加した場合は、マップ方法を指定できます。「組織ネットワークのポート転送の構成 (P. 56)」 を
参照してください。

内部の組織ネットワークの作成

この組織のみがアクセスできる、内部の組織ネットワークを作成できます。この新しいネットワークにより、複数の vApp
が接続可能な内部ネットワークが組織に提供されます。

開始する前に

ネットワーク プールが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 [ネットワークを追加]  をクリックします。

3 組織を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 セットアップのタイプとネットワーク タイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

いずれかの方法を使用して、内部の組織ネットワークを作成できます。

オプション ネットワーク タイプ

標準 内部ネットワークのチェック ボックスを選択します。

詳細 [内部組織ネットワーク]  を選択します。
 

5 ネットワーク プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

[この組織がアクセスできるネットワークのみを使用する]  チェック ボックスをオフにして、組織 vDC を介して組織
で現在使用できないネットワーク プールを表示できます。このチェック ボックスをオフにすると、任意のネットワー
ク プールを選択し、そのネットワーク プールにアクセス可能な組織 vDC を後で作成できます。

6 デフォルトのネットワーク設定を使用するか、独自の設定を入力し、 [次へ]  をクリックします。

7 名前と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

8 組織ネットワークの設定を確認します。

[完了]  をクリックして設定を受け入れて組織ネットワークを作成するか、 [戻る]  をクリックして設定を変更します。
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ネットワーク サービスの構成
DHCP、ファイアウォール、ネットワーク アドレス変換 (NAT)、VPN などのネットワーク サービスを、特定の組織ネッ
トワークに対して構成できます。組織管理者は、自分の組織のネットワークに対していくつかのネットワーク サービスを
構成することもできます。

表 5-5 に、vCloud Director から各タイプの組織ネットワークに提供されるネットワーク サービスのリストを表示します。

表 5-5.  ネットワーク タイプ別の使用可能なネットワーク サービス

ネットワーク タイプ DHCP
ファイア

ウォール NAT VPN

外部組織ネットワーク - 直接接続

外部組織ネットワーク - NAT 経由の接続 X X X X

内部組織ネットワーク X

組織ネットワークの DHCP の構成

組織内の仮想マシンに DHCP サービスを提供するために、特定の組織ネットワークを構成できます。

組織ネットワークで DHCP を有効にして、組織内の仮想マシンの NIC をそのネットワークに接続し、 [DHCP]  をその
NIC の IP モードとして選択すると、仮想マシンの電源を入れたときに vCloud Director は DHCP IP アドレスをその仮
想マシンに割り当てます。

システム管理者と組織管理者は、どちらも DHCP を構成できます。

開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワークまたは内部組織ネットワーク。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [DHCP]  タブをクリックし、 [DHCP を有効化]  を選択します。

4 IP アドレスの範囲を入力するか、デフォルトの範囲を使用します。

vCloud Director は、これらのアドレスを使用して DHCP 要求に応えます。DHCP IP アドレスの範囲は、組織ネッ
トワークの固定 IP プールと重複できません。

5 デフォルトのリース期間および最大のリース期間を設定するか、デフォルト値を使用します。

6 [OK]  をクリックします。

vCloud Director は、DHCP サービスを提供するためにネットワークを更新します。

組織ネットワークのファイアウォールの有効化

ファイアウォール サービスが提供されるように、特定の組織ネットワークを構成できます。組織ネットワークでファイア
ウォールを有効化すると、受信トラフィック、送信トラフィック、または両方でファイアウォール ルールを施行できます。

すべての受信トラフィック、すべての送信トラフィック、またはその両方を拒否できます。また、特定のファイアウォー

ル ルールを追加し、そのルールに合致するトラフィックがファイアウォールを通過するのを許可または拒否するように設
定することもできます。このようなルールは、すべての受信トラフィックまたは送信トラフィックを拒否する一般ルール

よりも優先されます。「組織ネットワークへのファイアウォール ルールの追加 (P. 54)」 を参照してください。

システム管理者と組織管理者は、ファイアウォールを有効化できます。
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開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワークが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [ファイアウォール]  タブをクリックし、 [ファイアウォールを有効化]  を選択します。

4 デフォルトのファイアウォールのアクションを選択します。

5 (オプション) デフォルトのファイアウォールのアクションに関連するイベントをログに記録するには、 [ログ]  チェッ
ク ボックスをオンにします。

6 [OK]  をクリックします。

組織ネットワークへのファイアウォール ルールの追加

ファイアウォール ルールは、ファイアウォールをサポートする組織ネットワークに追加できます。ルールを作成すること
により、そのルールに合致するトラフィックがファイアウォールを通過することを許可または拒否するように設定できます。

ファイアウォール ルールが施行されるようにするには、組織ネットワークのファイアウォールを有効化する必要がありま
す。「組織ネットワークのファイアウォールの有効化 (P. 53)」 を参照してください。

新しいファイアウォール ルールを組織ネットワークに追加すると、ファイアウォール ルール リストの一番下に表示され
ます。施行するファイアウォール ルールの優先順位の設定方法については、「組織ネットワークのファイアウォール ルー
ルの順序変更 (P. 55)」 を参照してください

システム管理者と組織管理者は、ファイアウォール ルールを追加できます。

開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワークが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

3 [ファイアウォール]  タブをクリックし、 [追加]  をクリックします。

4 ルールの名前を入力します。

5 トラフィックの方向を選択します。

6 ソース IP アドレスを入力し、ソース ポートを選択します。

受信トラフィックの場合、ソースは外部ネットワークです。送信トラフィックの場合、ソースは組織ネットワークで

す。

7 ターゲット IP アドレスを入力し、ターゲット ポートを選択します。

受信トラフィックの場合、ターゲットは組織ネットワークです。送信トラフィックの場合、ターゲットは外部ネット

ワークです。

8 プロトコルを選択します。

9 アクションを選択します。

ファイアウォール ルールでは、そのルールに合致するトラフィックを許可または拒否するように設定できます。

10 [有効]  チェック ボックスをオンにします。
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11 (オプション)  [ファイアウォール ルールのネットワーク トラフィックをログに記録する]  チェック ボックスをオンに
します。

このオプションを有効化した場合、 vCloud Director では、このルールによって影響を受ける接続についてのログ
イベントを Syslog サーバー に送信します。それぞれの Syslog メッセージは、論理的ネットワークと組織 UUID を
含みます。

12 [OK]  をクリックし、もう一度  [OK]  をクリックします。

組織ネットワークのファイアウォール ルールの順序変更

ファイアウォール ルールはファイアウォール リストに表示された順に施行されます。リストのルールの表示順次は変更
できます。

新しいファイアウォール ルールを組織ネットワークに追加すると、ファイアウォール ルール リストの一番下に表示され
ます。既存のルールよりも先に新しいルールを施行したい場合は、ルールの順序を変更してください。

開始する前に

2 つ以上のファイアウォール ルールがある、経路指定されている組織ネットワーク

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 [クラウド リソース]  -  [ネットワーク]  を選択します。

3 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

4 [ファイアウォール]  タブをクリックします。

5 ファイアウォール ルールをドラッグアンドドロップして、ルールを適用する順に表示順序を変更します。

6 [OK]  をクリックします。

組織ネットワークの IP マスカレードの有効化

IP マスカレード サービスが提供されるように、特定の組織ネットワークを構成できます。組織ネットワークで IP マスカ
レードを有効化すると、外部ネットワークから仮想マシンの内部 IP アドレスを隠すことができます。

IP マスカレードを有効化すると、vCloud Director では、仮想マシンの非公開内部 IP アドレスを、送信トラフィックの
公開 IP アドレスに変換します。

システム管理者と組織管理者は、どちらも IP マスカレードを有効化できます。

開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワークが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [NAT マッピング]  タブをクリックし、 [IP マスカレードを有効化]  を選択します。

4 [OK]  をクリックします。

組織ネットワークへの外部 IP アドレスの追加

組織ネットワークに対する NAT マッピングを構成するには、事前に 1 つ以上の外部 IP アドレスを追加する必要がありま
す。

外部 IP アドレスを組織ネットワークに追加できるのは、システム管理者のみです。

第 5 章 クラウド リソースの管理

VMware, Inc.  55



開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワーク。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

3 [NAT - 外部 IP]  タブをクリックします。

4 IP アドレスを入力し、 [追加]  をクリックします。

IP アドレスは、外部ネットワークで経路指定可能とし、内部ネットワーク全体で一意である必要があります。

5 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

外部 IP アドレスを使用して、NAT マッピングを構成します。

組織ネットワークのポート転送の構成

ポート転送が実行されるように、特定の組織ネットワークを構成できます。ポート転送により、組織ネットワーク上の仮

想マシンで実行されているサービスに外部アクセスできます。

ポート転送を構成すると、vCloud Director は、外部 IP アドレスとポートを仮想マシンの受信トラフィック用のポート
で実行されているサービスにマップします。

新しいポート転送ルールを組織ネットワークに追加すると、NAT マッピング ルール リストの一番下に表示されます。施
行する NAT マッピング ルールの優先順位の設定方法については、「組織ネットワークの NAT マッピング ルールの順序
変更 (P. 57)」 を参照してください。

システム管理者と組織管理者は、どちらもポート転送を構成できます。

開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワークおよび外部 IP アドレスが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [NAT マッピング]  タブをクリックし、 [追加]  をクリックします。

4 [ポート転送]  を選択し、ポート転送ルールを構成します。

a 外部 IP アドレスを選択します。

b 外部ポートを選択します。

c ターゲット仮想マシンの IP アドレスを入力します。

n 仮想マシンがフェンスされている場合は、外部 IP アドレスを入力します。

n 仮想マシンがフェンスされていない場合は、内部 IP アドレスを入力します。

d 内部ポートを選択します。

e 転送するトラフィックのタイプについて、プロトコルを選択します。

f [OK]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックします。
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組織ネットワークの IP 変換の構成

IP 変換が実行されるように、特定の組織ネットワークを構成できます。

新しい IP 変換ルールを組織ネットワークに追加すると、NAT マッピング ルール リストの一番下に表示されます。施行す
る NAT マッピング ルールの優先順位の設定方法については、「組織ネットワークの NAT マッピング ルールの順序変
更 (P. 57)」 を参照してください。

ネットワークの IP 変換ルールを作成すると、vCloud Director では、このネットワークのポート グループに関連付けら
れている vShield Edge に DNAT および SNAT ルールを追加します。DNAT ルールは、受信トラフィック用に外部 IP ア
ドレスを内部 IP アドレスに変換します。SNAT ルールは、発信トラフィック用に内部 IP アドレスを外部 IP アドレスに変
換します。ネットワークで IP マスカレードも使用している場合は、SNAT ルールが優先します。

システム管理者と組織管理者は、どちらも IP 変換を構成できます。

開始する前に

外部 NAT 経由組織ネットワークと外部 IP アドレス。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [NAT マッピング]  タブをクリックし、 [追加]  をクリックします。

4 [IP 変換]  を選択し、ルールを構成します。

a 外部 IP アドレスを選択します。

b ターゲット仮想マシンの IP アドレスを入力します。

n 仮想マシンがフェンスされている場合は、外部 IP アドレスを入力します。

n 仮想マシンがフェンスされていない場合は、その IP アドレスを入力します。

c [OK]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックします。

組織ネットワークの NAT マッピング ルールの順序変更

NAT マッピング ルールは、NAT マッピング リストに表示される順に施行されます。組織管理者は、リストにあるルール
の表示順序を変更できます。

新しい NAT マッピング ルール (IP 変換またはポート転送) を組織ネットワークに追加すると、ルールは NAT マッピング
ルール リストの一番下に表示されます。既存のルールよりも先に新しいルールが施行されるようにするには、ルールの順
序を変更します。

開始する前に

2 つ以上の NAT マッピング ルールがある、経路指定されている組織ネットワークがあることを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [NAT マッピング]  タブをクリックします。

4 ルールをクリックしてドラッグし、ルールが適用される順に表示順序を変更します。

5 [OK]  をクリックします。
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組織ネットワークのサイトツーサイト VPN の有効化

組織ネットワークのサイトツーサイト VPN を有効化し、別のネットワークへのセキュアなトンネルを作成できます。

vCloud Director では、同じ組織における組織ネットワーク間、異なる組織における組織ネットワーク間 (vCloud Director
の異なるインスタンスにおける組織ネットワークを含む)、およびリモート ネットワーク間におけるサイトツーサイト VPN
をサポートします。

システム管理者と組織管理者は、どちらもサイトツーサイト VPN を有効化できます。

開始する前に

n 外部の NAT 経由組織ネットワーク

n vShield Manager 5.0

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [サイトツーサイト VPN]  タブをクリックし、 [サイトツーサイト VPN を有効化]  を選択します。

4 (オプション) 公開 IP アドレスを入力します。

組織ネットワークが経路指定されている外部ネットワークが NAT デバイスの背後にある場合は、インターネットに
向かう公開アクセス可能な IP アドレスを指定する必要があります。

5 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

別のネットワークへの VPN トンネルを作成します。

組織内での VPN トンネルの作成

同じ組織における 2 つの組織ネットワーク間に VPN トンネルを作成できます。

システム管理者と組織管理者は、どちらも VPN トンネルを作成できます。

トンネル エンドポイント間にファイアウォールがある場合、次の IP プロトコルおよび UDP ポートを許可するように構成
する必要があります。

n IP プロトコル ID 50 (ESP)

n IP プロトコル ID 51 (AH)

n UDP ポート 500 (IKE)

n UDP ポート 4500

開始する前に

n 両方のネットワーク上で IP サブネットが重複しておらず、サイトツーサイト VPN が有効化されている、2 つ以上の
外部 NAT 経由組織ネットワーク

n vShield Manager 5.0

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [サイトツーサイト VPN]  タブをクリックし、 [追加]  をクリックします。

4 名前と、必要に応じて説明を入力します。
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5 ドロップダウン メニューから  [この組織のネットワーク]  を選択し、ピア ネットワークを選択します。

6 トンネル設定を確認し、 [OK]  をクリックします。

vCloud Director によって、ピア ネットワークのエンドポイントが両方とも構成されます。

組織間での VPN トンネルの作成

異なる組織における 2 つの組織ネットワーク間に VPN トンネルを作成できます。組織は、同じ vCloud Director インス
トール環境または異なるインストール環境の一部のどちらでもかまいません。

システム管理者と組織管理者は、どちらも VPN トンネルを作成できます。

トンネル エンドポイント間にファイアウォールがある場合、次の IP プロトコルおよび UDP ポートを許可するように構成
する必要があります。

n IP プロトコル ID 50 (ESP)

n IP プロトコル ID 51 (AH)

n UDP ポート 500 (IKE)

n UDP ポート 4500

開始する前に

n 各組織における外部の NAT 経由組織ネットワーク。組織ネットワークには、重複していない IP サブネットと有効化
されたサイトツーサイト VPN が必要です。

n vShield Manager 5.0

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

3 [サイトツーサイト VPN]  タブをクリックし、 [追加]  をクリックします。

4 名前と、必要に応じて説明を入力します。

5 ドロップダウン メニューから  [別の組織のネットワーク]  を選択します。

6 [別の組織に接続]  をクリックし、ピア組織のログイン情報を入力して、 [続行]  をクリックします。

オプション 説明

vCloud の URL ピア組織を含む vCloud インスタンスのベース URL。たとえば、
https://www.example.com のように入力します。URL には /cloud また
は /cloud/org/<orgname> を含めないでください。

組織 組織の URL 内で一意の ID として使用される組織名。たとえば、組織の URL が
https://www.example.com/cloud/org/myOrg の場合、myOrg を入
力してください。

ユーザー名 組織にアクセスできる組織管理者またはシステム管理者のユーザー名。

パスワード ユーザー名に関連付けられているパスワード。

 

7 ピア ネットワークを選択します。

8 トンネル設定を確認し、 [接続]  をクリックします。

vCloud Director によって、ピア ネットワークのエンドポイントが両方とも構成されます。

リモート ネットワークへの VPN トンネルの作成

組織ネットワークとリモート ネットワーク間に VPN トンネルを作成できます。

システム管理者と組織管理者は、どちらも VPN トンネルを作成できます。
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トンネル エンドポイント間にファイアウォールがある場合、次の IP プロトコルおよび UDP ポートを許可するように構成
する必要があります。

n IP プロトコル ID 50 (ESP)

n IP プロトコル ID 51 (AH)

n UDP ポート 500 (IKE)

n UDP ポート 4500

開始する前に

n 外部の NAT 経由組織ネットワークと、IPSec を使用する経路指定されているリモート ネットワーク

n vShield Manager 5.0

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [サイトツーサイト VPN]  タブをクリックし、 [追加]  をクリックします。

4 名前と、必要に応じて説明を入力します。

5 ドロップダウン メニューから  [リモート ネットワーク]  を選択します。

6 ピア設定を入力します。

7 トンネル設定を確認し、 [OK]  をクリックします。

vCloud Director によって、組織のピア ネットワークのエンドポイントが構成されます。

次に進む前に

リモートのピア ネットワークのエンドポイントを手動で構成します。

組織ネットワークの固定ルーティングの有効化

固定ルーティング サービスが提供されるように、特定の組織ネットワークを構成できます。組織ネットワークで固定ルー
ティングを有効化すると、固定ルートを追加して、その組織ネットワークに経路指定されている異なる vApp ネットワー
ク間のトラフィックを許可できます。

開始する前に

経路指定された組織ネットワークがあることを確認してください。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [固定ルーティング]  タブで  [固定ルーティングを有効化する]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

固定ルートを作成します。「同じ組織ネットワークに経路指定されている vApp ネットワーク間での固定ルートの追
加 (P. 61)」 および 「異なる組織ネットワークに経路指定されている vApp ネットワーク間での固定ルートの追
加 (P. 62)」 を参照してください。
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同じ組織ネットワークに経路指定されている vApp ネットワーク間での固定ルートの追加

固定ルートは、同じ組織ネットワークに経路指定されている 2 つの vApp ネットワーク間に追加できます。固定ルートに
より、ネットワーク間のトラフィックが許可されます。

固定ルートは、重複しているネットワーク間やフェンスされた vApp 間に追加することはできません。固定ルートを組織
ネットワークに追加したら、固定ルートでトラフィックが許可されるようにネットワーク ファイアウォール ルールを構
成します。

固定ルートは、これらのルートを含む vApp が実行されている場合にのみ機能します。vApp に固定ルートが含まれてい
て、vApp の親ネットワークの変更、vApp の削除、または vApp ネットワークの削除を実行した場合、その固定ルート
は機能することができず、手動で削除しなければなりません。

開始する前に

ネットワークが以下の構成を持っていることを確認してください。

n vShield 5.0。

n 経路指定されている組織ネットワーク。

n 固定ルーティングは、組織ネットワークで有効化されています。

n 2 つの vApp ネットワークが組織ネットワークに経路指定されています。

n vApp ネットワークは、少なくとも 1 回は開始された vApp にあります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [固定ルーティング]  タブで、 [追加]  をクリックします。

4 名前、ネットワーク アドレス、および次ホップ IP を入力します。

ネットワーク アドレスは、固定ルートを追加する対象の 1 つ目の vApp ネットワークに対するものです。次ホップ
IP は、その vApp ネットワークのルーターの外部 IP アドレスです。

5 [このネットワーク内]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

6 [OK]  をクリックします。

7 2 つ目の vApp ネットワークにルートを追加するために、 手順 3 から 手順 6 までを繰り返します。

例: 固定ルーティング例

vApp Network 1 および vApp Network 2 は両方とも、Org Network Shared に経路指定されています。組織ネット
ワークで固定ルートを作成し、vApp ネットワーク間のトラフィックが許可されるようにすることができます。固定ルー
トを作成するには、vApp ネットワークに関する情報を使用できます。

表 5-6.  ネットワーク情報

ネットワーク名 ネットワーク仕様 ルーターの外部 IP アドレス

vApp Network 1 192.168.1.0/24 192.168.0.100

vApp Network 2 192.168.2.0/24 192.168.0.101

Org Network Shared 192.168.0.0/24 該当なし

Org Network Shared で、vApp Network 1 への固定ルートと vApp Network 2 への別の固定ルートを作成します。
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表 5-7.  固定ルーティング設定

ネットワークへの固定ルー

ト ルート名 ネットワーク 次ホップ IP アドレス ルート

vApp Network 1 tovapp1 192.168.1.0/24 192.168.0.100 このネットワーク内

vApp Network 2 tovapp2 192.168.2.0/24 192.168.0.101 このネットワーク内

次に進む前に

固定ルートのトラフィックが許可されるように、ファイアウォール ルールを作成します。「組織ネットワークへのファイ
アウォール ルールの追加 (P. 54)」 を参照してください。

異なる組織ネットワークに経路指定されている vApp ネットワーク間での固定ルートの追加

組織管理者は、異なる組織ネットワークに経路指定されている 2 つの vApp ネットワーク間に固定ルートを追加できま
す。固定ルートにより、ネットワーク間のトラフィックが許可されます。

固定ルートは、重複しているネットワーク間やフェンスされた vApp 間に追加することはできません。固定ルートを組織
ネットワークに追加したら、固定ルートでトラフィックが許可されるようにネットワーク ファイアウォール ルールを構
成します。固定ルートを持つ vApp に対しては、 [この vApp または関連付けられているネットワークが削除されるまで
常に割り当てられた IP アドレスを使用します]  チェック ボックスをオンにします。

固定ルートは、これらのルートを含む vApp が実行されている場合にのみ機能します。vApp に固定ルートが含まれてい
て、vApp の親ネットワークの変更、vApp の削除、または vApp ネットワークの削除を実行した場合、その固定ルート
は機能することができず、手動で削除しなければなりません。

開始する前に

vCloud Director が以下の構成を持っていることを確認してください。

n vShield 5.0。

n 同じ外部ネットワークに経路指定されている 2 つの組織ネットワーク。

n 固定ルーティングは、両方の組織ネットワークで有効化されています。

n vApp ネットワークは各組織ネットワークに経路指定されています。

n vApp ネットワークは、少なくとも 1 回は開始された vApp にあります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [サービスを構成]  を選択します。

3 [固定ルーティング]  タブで、 [追加]  をクリックします。

4 名前、ネットワーク アドレス、および次ホップ IP アドレスを入力します。

ネットワーク アドレスは、固定ルートを追加する対象の vApp ネットワークに対するものです。次ホップ IP アドレ
スは、その vApp ネットワークが経路指定されている対象の組織ネットワークのルーターの外部 IP アドレスです。

5 [外部ネットワークへ]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

6 [追加]  をクリックします。

7 名前、ネットワーク アドレス、および次ホップ IP アドレスを入力します。

ネットワーク アドレスは、この組織ネットワークに経路指定されている vApp ネットワークに対するものです。次
ホップ IP アドレスは、その vApp ネットワークのルーターの外部 IP アドレスです。

8 [このネットワーク内]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

9 2 つ目の組織ネットワークに固定ルートを追加するために、手順 3 から 手順 8 までを繰り返します。
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例: 固定ルーティング例

vApp Network 1 は Org Network 1 に経路指定されています。vApp Network 2 は Org Network 2 に経路指定されて
います。組織ネットワークで固定ルートを作成し、vApp ネットワーク間のトラフィックが許可されるようにすることが
できます。固定ルートを作成するには、vApp ネットワークと組織ネットワークに関する情報を使用できます。

表 5-8.  ネットワーク情報

ネットワーク名 ネットワーク仕様 ルーターの外部 IP アドレス

vApp Network 1 192.168.1.0/24 192.168.0.100

vApp Network 2 192.168.11.0/24 192.168.10.100

Org Network 1 192.168.0.0/24 10.112.205.101

Org Network 2 192.168.10.0/24 10.112.205.100

Org Network 1 で、vApp Network 2 への固定ルートと vApp Network 1 への別の固定ルートを作成します。Org
Network 2 で、vApp Network 1 への固定ルートと vApp Network 2 への別の固定ルートを作成します。

表 5-9.  Org Network 1 に対する固定ルーティング設定

ネットワークへの固定ルー

ト ルート名 ネットワーク 次ホップ IP アドレス ルート

vApp Network 2 tovapp2 192.168.11.0/24 10.112.205.100 外部ネットワークへ

vApp Network 1 tovapp1 192.168.1.0/24 192.168.0.100 このネットワーク内

表 5-10.  Org Network 2 に対する固定ルーティング設定

ネットワークへの固定ルー

ト ルート名 ネットワーク 次ホップ IP アドレス ルート

vApp Network 1 tovapp1 192.168.1.0/24 10.112.205.101 外部ネットワークへ

vApp Network 2 tovapp2 192.168.11.0/24 192.168.10.100 このネットワーク内

次に進む前に

固定ルートのトラフィックが許可されるように、ファイアウォール ルールを作成します。「組織ネットワークへのファイ
アウォール ルールの追加 (P. 54)」 を参照してください。

組織ネットワークのリセット

組織ネットワークと関連付けられている、DHCP 設定やファイアウォール設定などのネットワーク サービスが期待どおり
に機能しない場合は、ネットワークをリセットすることができます。

プロバイダ vDC を削除する前に、その vDC に依存する組織ネットワークをリセットします。

組織ネットワークのリセット中は、ネットワーク サービスを使用できません。

開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワークまたは内部組織ネットワークが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [ネットワークをリセット]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。
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組織ネットワークを使用する vApp および vApp テンプレートの表示
組織ネットワークに NIC が接続されている仮想マシンを含んている、すべての vApp および vApp テンプレートのリス
トを表示することができます。vApp または vApp テンプレートが接続されている組織ネットワークを削除することはで
きません。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワークを選択して右クリックし、 [接続されている vApp]  を選択します。

3 [OK]  をクリックします。

組織ネットワークの削除

組織ネットワークを削除して組織から削除できます。

開始する前に

組織ネットワークに接続されている仮想マシンが存在しないことを確認します。「組織ネットワークを使用する vApp お
よび vApp テンプレートの表示 (P. 64)」 を参照してください。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワークの名前を右クリックし、 [削除]  を選択します。

組織ネットワークの IP 使用の表示
組織ネットワーク IP プールで現在使用中の IP アドレスのリストは、表示することができます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [IP の割り当て]  を選択します。

組織ネットワーク IP プールへの IP アドレスの追加
組織ネットワークの IP アドレスが足りなくなりそうな場合は、IP プールにアドレスを追加できます。

開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワークまたは内部組織ネットワーク。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ネットワークの仕様]  タブで、テキスト ボックスに IP アドレスまたは IP アドレス範囲を入力し、 [追加]  をクリッ
クします。

4 [OK]  をクリックします。
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組織ネットワークの名前および説明の変更

vCloud Director のインストール環境の規模が大きくなるにつれて、既存の組織によりわかりやすい名前または説明を割
り当てることが必要になる場合があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [名前と説明]  タブで新しい名前と、必要に応じて説明を入力し、 [OK]  をクリックします。

組織ネットワークの DNS 設定の変更
特定タイプの組織ネットワークの DNS 設定を変更できます。

開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワークまたは内部組織ネットワーク。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワーク名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ネットワークの仕様]  タブで新しい DNS 情報を入力し、 [OK]  をクリックします。

組織ネットワークの Syslog サーバー設定の表示
経路指定されている組織ネットワークの Syslog サーバー設定は、表示することができます。

vCloud Director では、ファイアウォール ルールに関連するイベントをシステム管理者によって指定された Syslog サー
バーへログ記録することをサポートします。

Syslog サーバー設定があるべきはずなのに組織ネットワークにない場合、または設定が期待するものではない場合、最新
の Syslog サーバー設定でネットワークを同期させてください。「組織ネットワークへの Syslog サーバー設定の適
用 (P. 65)」 を参照してください。

開始する前に

n 外部の NAT 経由組織ネットワークが存在することを確認します。

n 組織管理者であることを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワークを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

3 [Syslog サーバー設定]  タブをクリックします。

組織ネットワークへの Syslog サーバー設定の適用
経路指定されている組織ネットワークに Syslog サーバー設定を適用すると、ファイアウォール ルールのログ記録機能を
有効化できます。

Syslog サーバー設定は、初回指定時以前に作成されたすべての組織ネットワークに適用する必要があります。Syslog サー
バー設定は、設定変更が行われるたびに組織ネットワークに適用してください。
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組織ネットワークの Syslog 設定が最新であるかどうかが不明な場合は、組織ネットワークの Syslog 設定を表示して確
認します。「組織ネットワークの Syslog サーバー設定の表示 (P. 65)」 を参照してください。

開始する前に

外部の NAT 経由組織ネットワークが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織ネットワーク]  をクリックします。

2 組織ネットワークを選択して右クリックし、 [Syslog サーバー設定の同期]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

ネットワーク プールの管理
ネットワーク プールを作成したら、その名前や説明を変更したり、ネットワーク プール自体を削除したりできます。ネッ
トワーク プールのタイプによっては、ポート グループ、クラウド隔離ネットワーク、および VLAN ID を追加することも
できます。

ネットワーク プールの名前および説明の変更
vCloud Director のインストール環境の規模が大きくなるにつれて、既存のネットワーク プールによりわかりやすい名前
または説明を割り当てることが必要になる場合があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ネットワーク プール]  をクリックします。

2 ネットワーク プール名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [全般]  タブで新しい名前または説明を入力し、 [OK]  をクリックします。

ネットワーク プールへのポート グループの追加
ポート グループによってバッキングされるネットワーク プールに、ポート グループを追加できます。

開始する前に

n ポート グループによってバッキングされるネットワーク プールが存在することを確認します。

n vSphere で使用可能なポート グループが存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ネットワーク プール]  をクリックします。

2 ネットワーク プール名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ネットワーク プールの設定]  タブでポート グループを選択し、 [追加]  をクリックして、 [OK]  をクリックします。

ネットワーク プールへのクラウド隔離ネットワークの追加
VCD ネットワーク隔離によってバッキングされるネットワーク プールに、クラウド隔離ネットワークを追加できます。

開始する前に

VCD ネットワーク隔離によってバッキングされるネットワーク プール

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ネットワーク プール]  をクリックします。

2 ネットワーク プール名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。
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3 [ネットワーク プールの設定]  タブで VCD 隔離ネットワークの数を入力し、 [OK]  をクリックします。

ネットワーク プールへの VLAN ID の追加
VLAN によってバッキングされるネットワーク プールに、VLAN ID を追加できます。

開始する前に

以下の項目がシステムに含まれていることを確認します。

n VLAN によってバッキングされるネットワーク プール

n vSphere で使用可能な VLAN ID

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ネットワーク プール]  をクリックします。

2 ネットワーク プール名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ネットワーク プールの設定]  タブで VLAN ID の範囲を入力し、 [追加]  をクリックします。

4 vSphere Distributed Switch を選択し、 [OK]  をクリックします。

ネットワーク プールの削除
ネットワーク プールを削除して vCloud Director から削除します。

開始する前に

以下の条件を満たしていることを確認します。

n いずれの組織 vDC もネットワーク プールに関連付けられていない。

n いずれの vApp もネットワーク プールを使用しない。

n いずれの NAT 経由組織ネットワークまたは内部組織ネットワークもネットワーク プールを使用しない。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ネットワーク プール]  をクリックします。

2 ネットワーク プール名を右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

クラウド セルの管理
ほとんどの場合、クラウド セルの管理は、そのセルが存在する vCloud Director サーバー ホストから行いますが、vCloud
Director Web コンソールからクラウド セルを削除することもできます。

表 5-11 に、クラウド セルを制御するための基本的なコマンドのリストを表示します。

表 5-11.  クラウド セルのコマンド

コマンド 説明

service vmware-vcd start セルを開始する

service vmware-vcd restart セルを再起動する

service vmware-vcd stop セルを停止する

セルを停止した場合は、ブラウザまたは vCloud API を使用して、そのセルにアクセスしようとするユーザーにメンテナ
ンス メッセージを表示できます。「クラウド セルのメンテナンス メッセージの表示 (P. 68)」 を参照してください。
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クラウド セルの追加
vCloud Director インストール環境にクラウド セルを追加するには、同じ vCloud Director クラスタの追加の Cloud
Director サーバー ホストに vCloud Director ソフトウェアをインストールします。

詳細については、『VMware vCloud Director インストールおよび構成ガイド』を参照してください。

クラウド セルの削除
ソフトウェアを再インストールするため、またはその他の理由により、クラウド セルは vCloud Director インストール
環境から削除することができます。

到達不可能になったセルを削除することもできます。

開始する前に

service vmware-vcd stop コマンドを使用して、セルを停止する必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインの  [クラウド セル]  をクリックします。

2 セル名を右クリックし、 [削除]  を選択します。

vCloud Director によって、そのセルに関する情報がデータベースから削除されます。

クラウド セルのメンテナンス メッセージの表示
セルを停止してメンテナンスを実行していることをユーザーに知らせるために、メンテナンス メッセージを表示できます。

メンテナンス メッセージをオンにすると、ブラウザからセルにログインしようとするユーザーにメッセージが表示され、
このセルはメンテナンスのためにダウンしていることが示されます。vCloud API を使用してセルに到達しようとするユー
ザーも、同様のメッセージを受け取ります。

手順

1 service vmware-vcd stop コマンドを使用して、セルを停止します。

2 /opt/vmware/cloud-director/bin/vmware-vcd-cell maintenance コマンドを実行します。

ユーザーは、ブラウザまたは vCloud API を使用してセルにアクセスできません。

クラウド セルのメンテナンス メッセージの非表示
メンテナンスの実行がセルで終了し、このセルを再起動する準備ができた場合、メンテナンス メッセージを非表示にする
ことができます。

手順

1 /opt/vmware/cloud-director/bin/vmware-vcd-cell stop コマンドを実行します。

2 service vmware-vcd start コマンドを使用して、セルを開始します。

これで、ユーザーはブラウザまたは vCloud API を使用してセルにアクセスできます。
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vSphere リソースの管理 6
vSphere のリソースを vCloud Director システムに追加した後は、vCloud Director からいくつかの管理機能を実行で
きます。また、vSphere Client を使用してこれらのリソースを管理できます。

vSphere のリソースには、vCenter Server、リソース プール、ESX/ESXi ホスト、データストア、およびネットワーク
スイッチとポートなどがあります。

この章では次のトピックについて説明します。

n vSphere vCenter Server の管理 (P. 69)

n vSphere ESX/ESXi ホストの管理 (P. 71)

n vSphere データストアの管理 (P. 72)

n 取り残されたアイテムの管理 (P. 73)

vSphere vCenter Server の管理
vCenter Server を vCloud Director に接続した後は、その設定を変更したり、vCenter Server に再接続したり、有効
化または無効化したりできます。

vCenter Server への vCloud Director の登録
vCloud Director は、使用対象の vCenter Server に登録できます。

vCloud Director は、登録すると、vSphere Client Soultions Manager タブに拡張機能として表示されます。さらに、
vCloud Director が管理する仮想マシンの  [管理者]  プロパティが vSphere Client によって設定され、それらの仮想マ
シンが vSphere Client を使用して変更されないように保護します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [vCenter]  をクリックします。

2 vCenter Server 名を右クリックし、 [更新]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

vCenter Server 設定の変更
vCenter Server の接続情報が変更された場合や、vCloud Director での名前と説明の表示方法を変更する場合、vCenter
Server の設定を変更できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインの  [vCenter]  をクリックします。

2 vCenter Server 名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。
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3 [全般]  タブで新しい設定を入力し、 [OK]  をクリックします。

vCenter Server の再接続
vCloud Director から vCenter Server への接続が失われた場合や、接続設定を変更した場合、再接続を試行できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインの  [vCenter]  をクリックします。

2 vCenter Server 名を右クリックし、 [vCenter の再接続]  を選択します。

3 情報メッセージを確認し、 [はい]  をクリックします。

vCenter Server の有効化または無効化
vCenter Server を無効にしてメンテナンスを実行できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [vCenter]  をクリックします。

2 vCenter Server 名を右クリックし、 [無効化]  または  [有効化]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

vCenter Server の削除
vCenter Server を削除して、そのリソースの vCloud Director での使用を停止できます。

開始する前に

vCenter Server を削除するには、事前に vCenter Server を無効にして、そのリソース プールを使用するすべてのプロ
バイダ vDC を削除する必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [vCenter]  をクリックします。

2 vCenter Server 名を右クリックして  [分離]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

vCloud Director に関連付けられた vCenter Server の準備とアップグレード
vCloud Director に関連付けられている vCenter Server をアップグレードする前に、vCloud Director でそれを無効に
することによりサーバーを準備する必要があります。

『vSphere のアップグレード』ドキュメントをよく読んで理解してください。

手順

1 vCloud Director の Web コンソールで、 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [vCenter]  をク
リックします。

2 vCenter Server 名を右クリックし、 [無効化]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

4 vCenter Server をアップグレードします。

5 vCloud Director の Web コンソールで、vCenter Server 名を右クリックし、 [有効化]  を選択します。

6 [はい]  をクリックします。
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次に進む前に

アップグレードしたサーバーで vCloud Director を登録します。「vCenter Server への vCloud Director の登
録 (P. 69)」 を参照してください。

vShield Manager 設定の変更
vCenter Server の vShield Manager の接続情報が変更された場合や、別の vShield Manager を使用する場合、vShield
Manager の設定を変更できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインの  [vCenter]  をクリックします。

2 vCenter Server 名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [vShield Manager]  タブで新しい設定を入力し、 [OK]  をクリックします。

vSphere ESX/ESXi ホストの管理
ホストは、vCloud Director で使用できるように準備したり、有効化または無効化、アップグレード、または修復できま
す。

ESX/ESXi ホストの有効化または無効化
ホストで vApp が起動しないように、ホストを無効にできます。ホスト上ですでに実行されている仮想マシンには影響し
ません。

ホストでメンテナンスを実行するには、そのホストからすべての vApp を移行するか、またはすべての vApp を停止して
から、ホストを無効にします。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインの  [ホスト]  をクリックします。

2 ホスト名を右クリックし、 [ホストを有効化]  または  [ホストを無効化]  を選択します。

vCloud Director は、そのリソースを使用するすべてのプロバイダ vDC のホストを有効または無効にします。

ESX/ESXi ホスト間の仮想マシンの移動
ある ESX/ESXi ホストから同じクラスタ内の別のホストにすべての仮想マシンを移動できます。この機能は、ホストの準
備を解除する場合や、実行中の仮想マシンに影響を与えずにホストのメンテナンスを実行する場合に便利です。

開始する前に

ホストを無効化します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ホスト]  をクリックします。

2 ホスト名を右クリックし、 [すべての仮想マシンを再デプロイ]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

vCloud Director では、ホストをメンテナンス モードに切り替え、すべての仮想マシンを同じクラスタ内の別のホストに
移動します。
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ESX/ESXi ホストの準備または準備解除
vCloud Director が使用する vSphere クラスタに ESX/ESXi ホストを追加する場合、プロバイダ vDC でホストのリソー
スを使用するには、まずホストを準備する必要があります。ホストを vCloud Director 環境で使用できなくするには、ホ
ストを準備解除します。

仮想マシンのホスト間の移動については、「ESX/ESXi ホスト間の仮想マシンの移動 (P. 71)」を参照してください。

ロックダウン モードのホストは準備できません。ホストを準備した後、ロックダウン モードを有効化できます。

開始する前に

ホストを無効化し、そのホストで仮想マシンが実行されていないことを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインの  [ホスト]  をクリックします。

2 ホスト名を右クリックし、 [ホストの準備]  または  [ホストを準備解除]  を選択します。

3 ホストを準備する場合、ユーザー名とパスワードを入力し、 [OK]  をクリックします。

vCloud Director は、そのリソースを使用するすべてのプロバイダ vDC のホストを準備または準備解除します。

ESX/ESXi ホスト エージェントのアップグレード
vCloud Director により、インストール環境内の各 ESX/ESXi ホストにエージェント ソフトウェアがインストールされま
す。ESX/ESXi ホストをアップグレードする場合は、ESX/ESXi ホスト エージェントもアップグレードする必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインの  [ホスト]  をクリックします。

2 ホスト名を右クリックし、 [ホストをアップグレード]  を選択します。

ESX/ESXi ホストの修復
ESX/ESXi ホストの vCloud Director エージェントと通信できない場合は、ホストの修復を試みます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインの  [ホスト]  をクリックします。

2 ホスト名を右クリックし、 [ホストを修復]  を選択します。

vSphere データストアの管理
vCloud Director システムの vSphere データストアを有効または無効にしたり、データストアのディスク領域低残量の
警告を構成したり、vCloud Director システムからデータストアを削除。

vCloud Director にデータストアを追加する唯一の方法は、データストアをプロバイダ vDC に追加することです。「プロ
バイダ vDC へのストレージ容量の追加 (P. 41)」 を参照してください。

データストアの有効化または無効化

プロバイダ vDC に追加されているデータストアは、有効化または無効化することができます。vCloud Director からデー
タストアを削除するには、事前にそのデータストアを無効化する必要があります。

データストアを無効化すると、そのデータストアに関連付けられている vApp を開始したり、そのデータストアで vApp
を作成したりすることはできなくなります。
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手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [データストア]  をクリックします。

2 データストア名を右クリックし、 [有効化]  または  [無効化]  を選択します。

vCloud Director は、リソースを使用するすべてのプロバイダ vDC のデータストアを有効または無効にします。

データストアの削除

データストアを vCloud Director から削除して、プロバイダ vDC がそのストレージ リソースを使用するのを防ぐことが
できます。

開始する前に

データストアが無効化されており、そのデータストアを使用するすべてのプロバイダ vDC から削除されていることを確
認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [データストア]  をクリックします。

2 データストア名を右クリックして  [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

vCloud Director によりデータストアが削除されます。

データストアの低ディスク領域警告の構成

データストアで使用可能な容量として指定したしきい値に到達したら vCloud Director から電子メールを受信するよう
に、データストアの低ディスク領域警告を構成できます。これらの警告により、問題が発生する前に、ディスク領域が少

ないことが通知されます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [データストア]  をクリックします。

2 データストア名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [全般]  タブで、データストアのディスク領域のしきい値を選択します。

黄色と赤の 2 つのしきい値を設定できます。vCloud Director が電子メール アラートを送信するとき、メッセージ
には、どちらのしきい値を超えたのかが示されます。

4 [OK]  をクリックします。

vCloud Director は、データストアがしきい値を超えると電子メール警告を送信します。

取り残されたアイテムの管理

vCloud Director のオブジェクトを削除するときに、そのオブジェクトが vSphere にも存在すると、vCloud Director
は、vSphere にあるそのオブジェクトを削除しようとします。状況によっては、vCloud Director が vSphere にあるオ
ブジェクトを削除できず、その場合にはオブジェクトが取り残されます。

取り残されたアイテムの一覧を表示してもう一度削除を試みるか、vSphere Client を使用して vSphere に取り残された
オブジェクトを削除できます。
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取り残されたアイテムの削除

vCloud Director からすでに削除されているオブジェクトを vSphere から削除するためには、取り残されたアイテムを
削除できます。

手順

1 [管理および監視]  タグをクリックし、左側のペインで  [取り残されたアイテム]  をクリックします。

2 取り残されたアイテムを右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

vCloud Director が、vSphere から取り残されたアイテムの削除を試みます。

4 ページの表示を更新します。

削除操作が正常に行われると、vCloud Director により、取り残されたアイテムの一覧からそのアイテムが削除され
ます。

次に進む前に

削除操作に失敗した場合は、そのアイテムを強制的に削除できます。「取り残されたアイテムの強制削除 (P. 74)」 を参
照してください。

取り残されたアイテムの強制削除

vCloud Director で取り残されたアイテムを削除できない場合は、強制削除を実行して、取り残されたアイテムのリスト
から削除できます。取り残されたアイテムは、vSphere 内に存在し続けます。

取り残されたアイテムを強制的に削除する前に、通常の削除を試みてください。「取り残されたアイテムの削除 (P. 74)」
を参照してください。

手順

1 [管理および監視]  タグをクリックし、左側のペインで  [取り残されたアイテム]  をクリックします。

2 取り残されたアイテムを右クリックし、 [強制削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

vCloud Director により、取り残されたアイテムの一覧からそのアイテムが削除されます。
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組織の管理 7
組織を作成したら、組織のプロパティを変更したり、組織を有効化/無効化したり、削除したりすることができます。

この章では次のトピックについて説明します。

n 組織の有効化または無効化 (P. 75)

n 組織の削除 (P. 75)

n 組織名の変更 (P. 76)

n 組織の完全な名前および説明の変更 (P. 76)

n 組織の LDAP オプションの変更 (P. 76)

n 組織のカタログ公開ポリシーの変更 (P. 77)

n 組織の電子メール環境設定の変更 (P. 77)

n 組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の変更 (P. 78)

n 組織へのカタログの追加 (P. 79)

n 組織リソースの管理 (P. 79)

n 組織ユーザーおよびグループの管理 (P. 79)

n 組織 vApp および仮想マシンの管理 (P. 79)

組織の有効化または無効化

組織を無効化すると、ユーザーは組織にログインできなくなり、また現在ログイン中のユーザーのセッションも終了され

ます。組織内で実行されている vApp は引き続き実行されます。

システム管理者は、組織が無効化されていても、リソースの割り当て、ネットワークの追加などを行うことができます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [有効化]  または  [無効化]  を選択します。

組織の削除

組織を削除して、vCloud Director から永続的に削除します。

開始する前に

組織を削除するには、事前に組織を無効化し、組織ユーザーが所有するすべてのオブジェクトの所有権を削除または変更

する必要があります。
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手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインにある  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

組織名の変更

vCloud Director のインストール環境の規模が大きくなるにつれて、既存の組織によりわかりやすい名前を割り当てるこ
とが必要になる場合があります。

開始する前に

組織の名前を変更するには、事前に組織を無効にする必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [全般]  タブで新しい組織名を入力し、 [OK]  をクリックします。

新しい名前を反映して、内部の組織 URL が変更されます。

組織の完全な名前および説明の変更

vCloud Director のインストール環境の規模が大きくなるにつれて、既存の組織によりわかりやすい完全な名前または説
明を割り当てることが必要になる場合があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [全般]  タブで新しい完全な名前または説明を入力し、 [OK]  をクリックします。

組織の LDAP オプションの変更
LDAP サービスを使用して、組織にインポートするユーザーとグループのディレクトリを指定できます。LDAP サービス
を指定しない場合は、組織のユーザーごとにユーザー アカウントを作成する必要があります。LDAP オプションは、シス
テム管理者のみが設定でき、組織管理者が変更することはできません。

カスタム LDAP 設定の入力に関する詳細については、「システムの LDAP 設定の構成 (P. 93)」を参照してください。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [LDAP オプション]  タブをクリックします。
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4 組織ユーザーの新しいインポート元を選択します。

オプション 説明

LDAP を使用しない 組織管理者が組織内のユーザーごとにローカル ユーザー アカウントを作成します。
このオプションを選択した場合、グループを作成できません。

VCD システム LDAP サービス vCloud Director システムの LDAP サービスを、組織のユーザーおよびグループの
インポート元として使用します。

カスタム LDAP サービス 組織を、組織独自の非公開 LDAP サービスに接続します。
 

5 選択した項目で必要とされる追加情報をすべて提供します。

オプション 操作

LDAP を使用しない [OK]  をクリックします。

VCD システム LDAP サービス （省略可能）組織にインポートできるユーザーを制限するために使用する組織単位

（OU）の識別名を入力し、 [OK]  をクリックします。何も入力しない場合は、システ
ム LDAP サービス内のすべてのユーザーを組織にインポートできます。
注意   OU を指定しても、インポートできる LDAP グループは制限されません。シス
テム LDAP ルートから任意の LDAP グループをインポートできます。ただし、OU
およびインポートされたグループの両方に属するユーザーのみが組織にログインでき

ます。

カスタム LDAP サービス [カスタム LDAP]  タブをクリックし、組織のカスタム LDAP 設定を入力して、 [OK]
をクリックします。

 

現在ログインしているシステム管理者と組織管理者の場合、現在のセッションのキャッシュの期限が切れるか、ログアウ

トして再びログインするまで、変更した LDAP オプションを使用してユーザーとグループをインポートすることはできま
せん。

組織のカタログ公開ポリシーの変更

カタログとは、vApp の作成で組織ユーザーが使用できる、vApp テンプレートとメディアのライブラリです。通常は、
カタログは 1 つの組織のユーザーのみが使用できるようにする必要がありますが、システム管理者は、組織管理者が
vCloud Director インストール環境のすべての組織にカタログを公開することを許可できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [カタログの発行]  タブをクリックします。

4 カタログ公開オプションを選択し、 [OK]  をクリックします。

オプション 説明

カタログを発行できません 組織管理者は、組織外のユーザーにはカタログを公開できません。

すべての組織へのカタログの発行を許可する 組織管理者は、すべての組織のユーザーにカタログを公開できます。

 

現在組織にログインしているユーザーの場合、カタログ公開ポリシーへの変更は、現在のセッションのキャッシュの期限

が切れるか、ログアウトして再ログインするまで有効になりません。

組織の電子メール環境設定の変更

vCloud Director では、ユーザー通知およびシステム警告メールを送信するために SMTP サーバが必要です。組織を作成
したときに指定した設定を変更できます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。
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2 組織名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [電子メールの環境設定]  タブをクリックします。

4 SMTP サーバのオプションを選択します。

オプション 説明

システム デフォルトの SMTP サーバーを使用 組織はシステムの SMTP サーバを使用します。

組織の SMTP サーバーを設定 組織は独自の SMTP サーバを使用します。このオプションを選択した場合、SMTP
サーバの DNS ホスト名または IP アドレスとポート番号を入力します。（省略可能）
[認証が必要]  チェック ボックスを選択し、ユーザー名とパスワードを入力します。

 

5 通知設定のオプションを選択します。

オプション 説明

システム デフォルトの通知設定を使用 組織はシステムの通知設定を使用します。

組織の通知設定を設定 組織は独自の通知設定を使用します。このオプションを選択した場合、組織の電子メー

ルの送信者として表示される電子メール アドレスと件名のプリフィックスとして使用
するテキストを入力し、受信者を選択します。

 

6 (オプション) 宛先のメール アドレスを入力し、 [電子メール設定をテスト]  をクリックして、すべての SMTP サーバ
設定が正常に構成されていることを確認します。

7 [OK]  をクリックします。

組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の変更

リース、割り当て容量、および制限によって、組織のユーザーがストレージおよび処理のリソースを消費する能力が制限

されます。これらの設定を変更して、ユーザーが組織のリソースを使い果たしたり、独占したりするのを防ぎます。

リースの詳細については、「リースについて (P. 23)」 を参照してください。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [ポリシー]  タブをクリックします。

4 vApp および vApp テンプレートのリース オプションを選択します。

リースでは、vApp を実行できる最大時間、およびその vApp と vApp テンプレートを格納できる最大時間を指定
することで、組織のストレージ リソースおよびコンピューティング リソースに対するコントロールのレベルを提供
します。また、ストレージ リースの有効期限が切れた場合の vApp と vApp テンプレートの動作も指定できます。

5 実行中および格納された仮想マシンの割り当て容量を選択します。

割り当て容量により、組織内の各ユーザーが組織の仮想データセンターで格納およびパワーオンすることができる仮

想マシンの数が決まります。指定した割り当て容量は、組織に追加されるすべての新しいユーザーのデフォルトとし

て機能します。

6 リソースを大量に消費する操作の制限値を選択します。

コピーや移動などの特定の vCloud Director 操作では、他の操作より多くのリソースが消費されます。制限値を設
定して、リソースを大量に消費する操作が組織内のすべてのユーザーに影響を与えることを防止し、サービス拒否攻

撃を防御することもできます。

7 仮想マシンごとの同時接続数を選択し、 [OK]  をクリックします。
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組織へのカタログの追加

アップロードおよびインポートされた vApp テンプレートとメディア ファイルを含めるために、組織にカタログを追加す
ることができます。組織に複数のカタログを追加して、各カタログへのアクセスを個々に制御できます。

開始する前に

カタログを作成する対象の組織が存在することを確認します。

手順

1 [ホーム]  タブをクリックし、 [組織への別のカタログの追加]  をクリックします。

2 組織名を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 カタログ名と、必要に応じて説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

4 発行オプションを選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

その他の組織にこのカタログを発行しない カタログに追加した項目は、組織内のみで使用できます。

すべての組織に発行 カタログに追加した項目は、vCloud Director インストール環境のすべての組織で使
用できます。各組織の管理者は、ユーザーに提供するカタログ項目を選択できます。

 

5 カタログ設定を確認し、 [完了]  をクリックします。

組織リソースの管理

vCloud Director 組織は、1 つ以上の組織 vDC のためにリソースを取得します。組織でさらにリソースが必要な場合は、
新しい組織 vDC を追加するか、既存の組織 vDC を変更できます。組織 vDC を削除または変更して、組織からリソース
を削除できます。

組織 vDC の追加に関する詳細は、「組織 vDC の作成 (P. 43)」を参照してください。

組織 vDC の削除に関する詳細は、「組織 vDC の削除 (P. 47)」を参照してください。

既存の組織 vDC が使用できるリソースの変更に関する詳細は、「組織 vDC 割り当てモデルの設定の編集 (P. 48)」および
「組織 vDC ストレージの設定の編集 (P. 48)」を参照してください。

組織ユーザーおよびグループの管理

組織の作成時に、1 つ以上のローカル ユーザーを組織に追加できます。組織を作成したら、ユーザーまたは組織管理者
は、ローカル ユーザー、LDAP ユーザー、および LDAP グループを組織に追加できます。

組織へのユーザーとグループの追加の詳細については、『VMware vCloud Director User's Guide』 を参照してください。

組織 vApp および仮想マシンの管理
システム管理者のみが実行できる、組織 vApp および仮想マシンの管理に関連するタスクがいくつかあります。たとえ
ば、システム管理者は既存の vApp に vSphere 仮想マシンを追加したり、vSphere 仮想マシンに基いて vApp を作成し
たり、vApp をメンテナンス モードに設定したりすることができます。

組織の vApp の操作の詳細については、『VMware vCloud Director ユーザー ガイド』 を参照してください。
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vSphere 仮想マシンの vApp への追加
システム管理者は、vSphere 仮想マシンを既存の vCloud Director vApp にインポートできます。

開始する前に

vCloud Director にシステム管理者としてログインしており、vApp が含まれている組織に利用できる組織 vDC が存在
する必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [マイ クラウド]  タブをクリックし、左側のペインで  [vApp]  をクリックします。

4 vApp 名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

5 [仮想マシン]  タブで、 [アクション]  ボタンをクリックし、  [vSphere からのインポート]  を選択します。

6 vCenter Server と仮想マシンを選択します。

7 仮想マシンの名前と、必要に応じて説明を入力します。

8 インポート元の仮想マシンをコピーするか、移動するかを選択します。

9 [OK]  をクリックします。

vSphere 仮想マシンに基く vApp の作成
システム管理者は、vSphere 仮想マシンを vCloud Director vApp として組織にインポートできます。

開始する前に

vCloud Director にシステム管理者としてログインしており、使用可能な組織 vDC が組織に存在することを確認します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [マイ クラウド]  タブをクリックし、左側のペインで  [vApp]  をクリックします。

4 [vSphere からのインポート]  をクリックします。

5 vCenter Server と仮想マシンを選択します。

6 vApp の名前と、必要に応じて説明を入力し、インポート先となる組織 vDC を選択します。

7 インポート元の仮想マシンをコピーするか、移動するかを選択します。

8 [OK]  をクリックします。

vApp のメンテナンス モードへの設定
システム管理者は、vApp をメンテナンス モードにして、非管理者ユーザーが vApp の状態を変更できないようにするこ
とができます。これは、サードパーティのバックアップ ソリューションを使用して vApp をバックアップする場合などに
便利です。

vApp がメンテナンス モードになっているときには、システム管理者以外のユーザーは vApp やその仮想マシンの状態を
変更するようなアクションは実行できません。vApp とその仮想マシンについての情報を表示したり、仮想マシン コン
ソールにアクセスしたりすることは可能です。

vApp をメンテナンス モードにしても、vApp が関与する実行中のタスクには影響はありません。
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開始する前に

vCloud Director にシステム管理者としてログインする必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [マイ クラウド]  タブをクリックし、左側のペインで  [vApp]  をクリックします。

4 vApp 名を右クリックし、 [メンテナンス モードに切り替え]  を選択します。

5 [はい]  をクリックします。

vApp のステータスが  [メンテナンス モード]  に変わります。 [メンテナンス モードを終了]  を選択するまで、vApp は
メンテナンス モードのままです。

実行中の vApp の強制停止
組織ユーザーは、実行中の vApp を強制停止できませんが、システム管理者はできます。

ユーザーが、実行中の vApp を停止できない場合があります。従来の vApp 停止方法が失敗した場合、vApp を強制停止
して、ユーザーに料金が請求されるのを防止できます。

vApp を強制停止しても、vApp が vSphere のリソースを消費することを防ぐわけではありません。vCloud Director
で vApp を強制停止したら、vSphere Client を使用して vSphere の vApp のステータスを確認し、必要な操作を実行
します。

開始する前に

vCloud Director にシステム管理者としてログインする必要があります。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [マイ クラウド]  タブをクリックし、左側のペインで  [vApp]  をクリックします。

4 実行中の vApp を右クリックし、 [強制停止]  を選択します。

5 [はい]  をクリックします。

仮想マシンの高速プロビジョニング

高速プロビジョニングでは、仮想マシンのプロビジョニング操作に対してリンク クローンを使用することにより時間を節
約します。

リンク クローンは、元の仮想マシンと同じベース ディスクを使用する仮想マシンの複製で、一連の差分ディスクを使用
して元の仮想マシンとクローンの差分を追跡します。高速プロビジョニングを無効化すると、すべてのプロビジョニング

操作はフル クローンになります。

リンク クローンは、元の仮想マシンとは異なる vCenter データセンターまたはデータストアに存在することはできませ
ん。vApp テンプレートに関連付けられた仮想マシンに対するリンク クローン作成を vCenter データセンターとデータ
ストア全体でサポートするために、vCloud Director ではシャドウ仮想マシンを作成します。シャドウ仮想マシンは、元
の仮想マシンの完全なコピーです。シャドウ仮想マシンは、リンク クローンが作成されるデータセンターとデータストア
に作成されます。テンプレート仮想マシンに関連付けられているシャドウ仮想マシンのリストは、表示することができま

す。「仮想マシンに関連付けられているシャドウ仮想マシンの表示 (P. 82)」 を参照してください。

高速プロビジョニングは、組織 vDC ではデフォルトで有効化されます。高速プロビジョニングには、vCenter 5.0 と ESXi
5.0 ホストが必要です。組織 vDC が基づいているプロバイダ vDC に ESX/ESXi 4.x ホストが含まれる場合は、高速プロ
ビジョニングを無効化する必要があります。「組織 vDC ストレージの設定の編集 (P. 48)」 を参照してください。
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仮想マシンに関連付けられているシャドウ仮想マシンの表示

シャドウ仮想マシンでは、vCenter データセンターとデータストア全体で vApp テンプレートに関連付けられている仮想
マシンのリンク クローンをサポートします。

シャドウ仮想マシンは、リンク クローンが作成される対象のデータセンターとデータストアで vCloud Director によっ
て作成された元の仮想マシンの完全なコピーです。「仮想マシンの高速プロビジョニング (P. 81)」 を参照してください。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [マイ クラウド]  タブをクリックし、左側のペインで  [仮想マシン]  をクリックします。

4 仮想マシンを右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

5 [シャドウ仮想マシン]  タブをクリックします。

このタブは、シャドウ仮想マシンが関連付けられている仮想マシンに対してのみ表示されます。

vCloud Director では、仮想マシンに関連付けられているシャドウ仮想マシンのリストを表示します。このリストには、
各シャドウ仮想マシンの vCenter における名前、各シャドウ仮想マシンが存在する対象のデータストア、およびシャドウ
仮想マシンが属する vCenter Server が含まれます。
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システム管理者およびロールの管理 8
システム管理者は、個々に vCloud Director に追加することも、LDAP グループの一部として追加することもできます。
また、組織内でユーザーが所有する権限を決定するロールを、追加したり変更したりすることもできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n システム管理者の追加 (P. 83)

n システム管理者のインポート (P. 84)

n システム管理者の有効化または無効化 (P. 84)

n システム管理者の削除 (P. 84)

n システム管理者のプロファイルおよび連絡先情報の編集 (P. 84)

n ユーザーへの電子メール通知の送信 (P. 85)

n システムへのアクセス権限を失ったシステム管理者の削除 (P. 85)

n LDAP グループのインポート (P. 85)

n LDAP グループの削除 (P. 85)

n LDAP グループの説明の変更 (P. 86)

n ロールと権限 (P. 86)

n ロールの作成 (P. 86)

n ロールのコピー (P. 86)

n ロールの編集 (P. 87)

n ロールの削除 (P. 87)

システム管理者の追加

システム管理者アカウントを作成すると、システム管理者を vCloud Director に追加できるようになります。システム管
理者は、vCloud Director およびそのすべての組織に対して完全な権限を所有します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ユーザー]  をクリックします。

2 [新規]  をクリックします。

3 新規ユーザーのアカウント情報を入力し、 [OK]  をクリックします。
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システム管理者のインポート

システム管理者権限を所有するユーザーを追加するには、LDAP ユーザーをシステム管理者としてインポートできます。
システム管理者は、vCloud Director およびそのすべての組織に対して完全な権限を所有します。

開始する前に

LDAP サーバに対する有効な接続があることを確認します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ユーザー]  をクリックします。

2 [LDAP からのインポート]  をクリックします。

3 テキスト ボックスに名前の全部または一部を入力し、 [ユーザーを検索]  をクリックします。

4 インポートするユーザーを選択し、 [追加]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックします。

システム管理者の有効化または無効化

システム管理者ユーザーを無効にして、そのユーザーが vCloud Director にログインできないようにすることができま
す。システム管理者を削除するには、事前にそのアカウントを無効にする必要があります。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ユーザー]  をクリックします。

2 ユーザー名を右クリックし、 [アカウントを有効化]  または  [アカウントを無効化]  を選択します。

システム管理者の削除

アカウントを削除すると、システム管理者を vCloud Director システムから削除できるようになります。

開始する前に

システム管理者のアカウントを無効にします。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ユーザー]  をクリックします。

2 ユーザー名を右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

システム管理者のプロファイルおよび連絡先情報の編集

システム管理者アカウントのパスワードと連絡先情報を変更できます。

アカウント情報を編集できるのは、非 LDAP ユーザーのみです。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ユーザー]  をクリックします。

2 ユーザー名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 ユーザー アカウントの新しい情報を入力し、 [OK]  をクリックします。
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ユーザーへの電子メール通知の送信

インストール環境全体におけるすべてのユーザー、すべてのシステム管理者、またはすべての組織管理者に、電子メール

通知を送信できます。たとえば、次回のシステム メンテナンスについてユーザーに通知するために、電子メール通知を送
信することができます。

開始する前に

SMTP サーバに対する有効な接続があることを確認します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ユーザー]  をクリックします。

2 [通知]  をクリックします。

3 受信者を選択します。

4 電子メールの件名および本文を入力し、 [電子メールを送信]  をクリックします。

システムへのアクセス権限を失ったシステム管理者の削除

LDAP グループが vCloud Director から削除されたときにシステムに対するアクセス権限を失った、ユーザー アカウン
トのリストを表示できます。ユーザーをシステムに再度追加し、そのユーザーを  [未分類]  から削除するかどうかを決定
できます。

LDAP グループが削除されたときに誤ってシステムから削除されたユーザーを追加するには、「システム管理者の追
加 (P. 83)」および 「システム管理者のインポート (P. 84)」を参照してください。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインの  [未分類]  をクリックします。

2 ユーザー名を右クリックし、 [ユーザーを削除]  を選択します。

LDAP グループのインポート
システム管理者権限を所有するユーザーのグループを追加するには、LDAP グループをシステム管理者としてインポート
できます。システム管理者は、vCloud Director およびそのすべての組織に対して完全な権限を所有します。

開始する前に

LDAP サーバに対する有効な接続があることを確認します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [グループ]  をクリックします。

2 [LDAP からのインポート]  をクリックします。

3 テキスト ボックスに名前の全部または一部を入力し、 [グループの検索]  をクリックします。

4 インポートするグループを選択し、 [追加]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックします。

LDAP グループの削除
LDAP グループを削除すると、システム管理者のグループを vCloud Director システムから削除できるようになります。

LDAP グループを削除すると、vCloud Director アカウントを所有しているユーザーは、そのグループのメンバーシップ
のみに基づいて取り残され、ログインできなくなります。「システムへのアクセス権限を失ったシステム管理者の削

除 (P. 85)」 を参照してください。
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手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [グループ]  をクリックします。

2 グループ名を右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックし、削除することを確認します。

LDAP グループの説明の変更
LDAP グループの説明を追加または変更すると、グループに関するより詳しい情報を提供できるようになります。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [グループ]  をクリックします。

2 グループ名を右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 グループの説明を入力し、 [OK]  をクリックします。

ロールと権限

vCloud Director はロールと権限を使用して、ユーザーが組織内で実行できる操作を決定します。vCloud Director に
は、それぞれの権限を持つ多数の事前定義済みロールが含まれています。

システム管理者および組織管理者は、各ユーザーまたはグループにロールを割り当てる必要があります。同じユーザーが、

異なる組織で異なるロールを所有することもできます。また、システム管理者は、ロールを作成したり既存のロールを変

更したりすることもできます。

事前定義のロールおよびその権限については、「事前定義ロールとその権限 (P. 109)」を参照してください。

ロールの作成

既存のロールが自分のニーズに適していない場合、ロールを作成して権限をそのロールに割り当てることができます。ロー

ルを作成すると、そのロールはシステム内のすべての組織で使用できるようになります。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ロール]  をクリックします。

2 [新規]  をクリックします。

3 ロールの名前と、必要に応じて説明を入力します。

4 ロールの権限を選択し、 [OK]  をクリックします。

ロールのコピー

既存のロールに基づいてロールを作成するには、ロールをコピーしてその権限を変更します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ロール]  をクリックします。

2 ロールを右クリックし、 [コピー先]  を選択します。

3 ロールの名前と、必要に応じて説明を入力します。

4 ロールの権限を選択し、 [OK]  をクリックします。
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ロールの編集

ロールの名前、説明、および権限を変更できます。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ロール]  をクリックします。

2 ロールを右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 ロールの名前と、必要に応じて説明を入力します。

4 ロールの新しい権限を選択し、 [OK]  をクリックします。

現在ログインしているユーザーの場合、ロールを変更しても、現在のセッションのキャッシュの期限が切れるか、ユーザー

がログアウトして再ログインするまで、有効になりません。

ロールの削除

ロールは、システムから削除することができます。システム管理者のロールまたは使用中のロールは削除できません。

開始する前に

削除するロールを所有するすべてのユーザーに、新規のロールを割り当てます。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ロール]  をクリックします。

2 ロールを右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックし、削除することを確認します。
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システム設定の管理 9
vCloud Director システム管理者は、LDAP、電子メール通知、ライセンス、および全般システムの環境設定に関連する
システム全体の設定を管理できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n 全般システム設定の変更 (P. 89)

n 全般システム設定 (P. 90)

n SMTP 設定の構成 (P. 91)

n システム通知設定の構成 (P. 91)

n ブロック タスクおよび通知の構成 (P. 92)

n システムの LDAP 設定の構成 (P. 93)

n vCloud Director クライアント UI のカスタマイズ (P. 96)

n 公開 Web URL の構成 (P. 97)

n 公開コンソール プロキシ アドレスの構成 (P. 98)

n 公開 REST API ベース URL の構成 (P. 98)

n アカウント ロックアウト ポリシーの構成 (P. 99)

全般システム設定の変更

vCloud Director には、ログイン ポリシー、セッション タイムアウトなどに関連する全般システム設定があります。デ
フォルトの設定は多くの環境に適していますが、ニーズに合わせて設定を変更できます。

詳細については、「全般システム設定 (P. 90)」を参照してください。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [全般]  をクリックします。

2 設定を変更して  [適用]  をクリックします。
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全般システム設定

vCloud Director には全般的なシステム設定が含まれており、ニーズに合わせて変更できます。

表 9-1.  全般システム設定

名前 カテゴリー 説明

同期の開始時刻 LDAP 同期 LDAP 同期を開始する時刻。

同期の間隔 LDAP 同期 LDAP 同期の間隔 (時間単位)。

ログイン ポリシー ログイン ポリシー ログイン ポリシーを選択します。

保持するアクティビティ ログ履歴 アクティビティ ログ ログ履歴を削除せずに保持する日数。

ログを削除しない場合は、0 を入力します。

アクティビティ ログ履歴の表示 アクティビティ ログ ログ履歴を表示する日数。

すべてのアクティビティを表示する場合は、0 を入力します。

デバッグ情報の表示 アクティビティ ログ vCloud Director タスク ログのデバッグ情報を表示するには、
この設定を有効化します。

IP アドレス リリース タイムアウト ネットワーク 解放された IP アドレスを再び割り当てられるようにするまで保
持する時間を秒単位で指定します。デフォルト設定は 2 時間 (7200
秒) で、古いエントリがクライアント ARP テーブルから失効でき
るようにします。

外部ネットワークの重複を許可 ネットワーク 同じネットワーク セグメントで実行される外部ネットワークを追
加するには、このチェック ボックスをオンにします。
VLAN ベース以外の方法 (VMware vShield Manager など) を
使用して外部ネットワークを隔離している場合にのみ、この設定

を有効化してください。

ネットワークに対するデフォルトの

Syslog サーバー設定
ネットワーク ネットワークが使用する IP アドレスを、最大 2 台の Syslog サー

バーに対して入力します。この設定は、クラウド セルにより使用
される Syslog サーバーには適用されません。

プロバイダ ロケール ローカライズ ログ エントリ、電子メール アラートなどのプロバイダ アクティ
ビティのロケールを選択します。

アイドル セッション タイムアウト その他 vCloud Director アプリケーションが、ユーザーの操作なしでア
クティブな状態を維持する時間。

最大セッション タイムアウト その他 vCloud Director アプリケーションが、アクティブな状態を維持
する最大時間。

ホスト更新間隔 その他 vCloud Director が、ESX/ESXi ホストがアクセス可能かどうか
を確認する頻度。

ホスト ハングアップ タイムアウト その他 ホストをハングアップしているとマークされるまでの待機時間を

選択します。

転送セッション タイムアウト その他 一時停止またはキャンセルされたアップロード タスク (メディア
のアップロードや vApp テンプレートのアップロードなど) が失
敗するまで待機する時間を指定します。このタイムアウトは、進

行中のアップロード タスクには適用されません。

保持するチャージバック イベント履歴 その他 チャージバック イベント履歴を削除する前まで保持する日数。

チャージバック イベント クリーンアップ
開始時刻

その他 チャージバック イベント履歴のクリーンアップを開始する時刻を
指定します。

デフォルトの vApp 名の指定 その他 vApp のデフォルト名を作成するには、このチェック ボックスを
選択します。
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表 9-1.  全般システム設定 (続き)

名前 カテゴリー 説明

__ 秒のタイムアウトのアップロード検疫
を有効化

その他 アップロードしたファイルを隔離するには、このチェック ボック
スをオンにし、時間を表すタイムアウト値を入力します。

検疫されたファイルの操作に関する詳細は、「検疫ファイルの監

視 (P. 105)」を参照してください。

vCenter 証明書の検証 その他 vCloud Director が信頼できる vCenter サーバーのみと通信で
きるようにするには、このチェックボックスをオンにします。

[参照]  をクリックして JCEKS キーストアを探し、キーストアの
パスワードを入力します。

SMTP 設定の構成
vCloud Director では、システム ユーザーにユーザー通知およびシステム警告のメールを送信するために SMTP サーバ
が必要です。組織では、システムの SMTP 設定またはカスタム SMTP 設定を使用できます。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [電子メール]  をクリックします。

2 SMTP メール サーバの DNS ホスト名または IP アドレスを入力します。

3 SMTP サーバのポート番号を入力します。

4 (オプション) SMTP サーバがユーザー名を要求する場合は、 [認証が必要]  チェック ボックスを選択して、SMTP ア
カウントのユーザー名およびパスワードを入力します。

5 vCloud Director の電子メールで送信者として表示する電子メール アドレスを入力します。

vCloud Director では、送信者の電子メール アドレスを使用して、ランタイム リースおよびストレージ リースの有
効期限の警告を送信します。

6 vCloud Director の電子メールで件名のプリフィックスとして使用するテキストを入力します。

7 (オプション) SMTP 設定をテストするには、宛先の電子メール アドレスを入力して、 [SMTP 設定をテスト]  をク
リックします。

8 [適用]  をクリックします。

システム通知設定の構成

vCloud Director では、重要な情報を報告するときにシステム警告の電子メールを送信します。たとえば、vCloud Director
は、データストアの領域が不足しそうな場合に警告を送信します。すべてのシステム管理者または指定した電子メール ア
ドレス リスト宛てに電子メール警告を送信するように、vCloud Director を構成できます。

組織では、システムの通知設定またはカスタム通知設定を使用できます。

開始する前に

SMTP サーバーへの有効な接続。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [電子メール]  をクリックします。

2 システム警告電子メールの受信者を選択し、 [適用]  をクリックします。
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ブロック タスクおよび通知の構成
ブロック タスクと通知により、システム管理者は、特定のイベントによってトリガーされた AMQP メッセージを vCloud
Director が送信するように構成できるようになります。

これらのメッセージの一部は、単にイベントが発生したことを通知します。これらは「通知」と呼ばれます。他には、要

求されたアクションが、指定の AMQP エンドポイントに関連付けられているクライアント プログラムによってアクショ
ンの保留中にブロックされたことを示す情報をそのエンドポイントに発行するものがあり、これらは「ブロック タスク」
と呼ばれます。

システム管理者は、AMQP クライアントによるプログラム上のアクションの対象となるブロック タスクのシステム全体
のセットを構成できます。

AMQP ブローカーの構成
特定のイベントによってトリガーされた AMQP メッセージを vCloud Director が送信するようにする場合は、AMQP
ブローカーを構成する必要があります。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ブロック タスク]  をクリックします。

2 [設定]  タブをクリックします。

3 AMQP ホストの DNS ホスト名または IP アドレスを入力します。

AMQP ポートを入力します。

デフォルト ポートは 5672 です。

4 Exchange を入力します。

5 vHost を入力します。

6 SSL を使用するには、[SSL] チェック ボックスをオンにし、証明書オプションを 1 つ選択します。

オプション 操作

すべての証明書を承認 チェック ボックスをオンにします。

SSL 証明書 [参照]  をクリックして SSL 証明書を探します。

SSL キーストア [参照]  をクリックして SSL キーストアを探します。キーストア パスワードを入力し
ます。

 

7 ユーザー名およびパスワードを入力して AMQP ホストに接続します。

8 [AMQP 接続のテスト]  をクリックし、設定をテストします。

9 [適用]  をクリックします。

10 (オプション) 監査イベントを AMQP ブローカーに発行するには、ページの上部にある  [通知を有効化]  チェック ボッ
クスをオンにします。

ブロック タスク設定の構成
ステータス テキスト、タイムアウト設定、およびデフォルトのアクションをブロック タスクに対して指定することがで
きます。これらの設定は、インストール環境内のすべての組織に適用されます。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ブロック タスク]  をクリックします。

2 [設定]  タブをクリックします。
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3 テキストを入力し、拡張機能の処理が保留中であるタスクのステータスとして表示されるようにします。

4 デフォルトの拡張機能のタイムアウトを選択します。

5 デフォルトのタイムアウトのアクションを選択します。

6 [適用]  をクリックします。

ブロック タスクの有効化
ブロック タスクに対して有効化される特定のタスクを構成できます。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ブロック タスク]  をクリックします。

2 [ブログ タスク]  タブをクリックします。

3 ブロック拡張機能に対して有効化するタスクを選択します。

4 [適用]  をクリックします。

システムの LDAP 設定の構成
vCloud Director を構成して、LDAP サーバに対するユーザー アカウントを作成し、ユーザー認証情報を認証できます。
ユーザー アカウントを手動で作成するのではなく、インストール先を LDAP サーバに指定することで、LDAP ユーザー
およびグループをインポートできます。

vCloud Director を LDAP サーバに接続したら、LDAP ディレクトリのグループとユーザーからシステム管理者をイン
ポートできます。また、システムの LDAP 設定を使用してユーザーとグループを組織にインポートしたり、組織ごとに個
別の LDAP 設定を指定したりすることもできます。LDAP ユーザーは、システムまたは組織にインポートされるまで
vCloud Director にログインできません。

インポートされた LDAP ユーザーが vCloud Director にログインすると、vCloud Director が LDAP ディレクトリに対
するユーザーの認証情報を確認します。認証情報が受け入れられると、vCloud Director はユーザー アカウントを作成し
てユーザーをシステムにログインさせます。

vCloud Director では、LDAP 認証に対して階層化されたドメインをサポートしません。

vCloud Director は LDAP ディレクトリの情報を変更できません。LDAP ユーザーまたはグループは、LDAP ディレクト
リ内でのみ追加、削除、または変更できます。

vCloud Director と LDAP ディレクトリ間でユーザーおよびグループ情報を同期する頻度を管理できます。

LDAP サポート
vCloud Director では、オペレーティング システム、LDAP サーバ、認証方式のさまざまな組み合わせがサポートされて
います。

表 9-2は、vCloud Director がサポートする項目のリストを表示します。

表 9-2.  オペレーティング システム、LDAP サーバ、認証方式のサポートされる組み合わせ

オペレーティング システム LDAP サーバ 認証方式

Windows 2003 Active Directory シンプル

Windows 2003 Active Directory シンプル SSL

Windows 2003 Active Directory ケルベロス

Windows 2003 Active Directory ケルベロス SSL

Windows 2008 Active Directory シンプル

Windows 7 （2008 R2） Active Directory シンプル
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表 9-2.  オペレーティング システム、LDAP サーバ、認証方式のサポートされる組み合わせ (続き)

オペレーティング システム LDAP サーバ 認証方式

Windows 7 （2008 R2） Active Directory シンプル SSL

Windows 7 （2008 R2） Active Directory ケルベロス

Windows 7 （2008 R2） Active Directory ケルベロス SSL

Linux OpenLDAP シンプル

Linux OpenLDAP シンプル SSL

LDAP 接続の構成
LDAP 接続を構成して、vCloud Director およびその組織に対して LDAP サーバのユーザーおよびグループへのアクセス
を提供できます。

開始する前に

ケルベロスを認証方式として使用するには、レルムを追加する必要があります。「ケルベロス レルムの追加 (P. 95)」 を
参照してください。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [LDAP]  をクリックします。

2 LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

ケルベロス認証では、完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用します。

3 ポート番号を入力します。

LDAP のデフォルト ポート番号は 389 です。LDAP over SSL（LDAPS）のデフォルト ポート番号は 636 です。

4 ベースとなる識別名（Base DN）を入力します。

Base DN は、LDAP ディレクトリ内で vCloud Director が接続する場所です。VMware は、ルートでの接続を推奨
します。ドメイン コンポーネントのみを入力します。たとえば DC=example, DC=com のようになります。

ツリー内のノードに接続するには、OU=ServiceDirector, DC=example, DC=com のようにノードの識別名を
入力します。ノードに接続すると、vCloud Director が使用できるディレクトリの範囲が制限されます。

5 LDAPS を使用するための SSL チェック ボックスを選択し、承認オプションのいずれかを選択します。

オプション 操作

すべての証明書を承認 チェック ボックスを選択します。

SSL 証明書 [参照]  をクリックして SSL 承認を探します。

SSL キーストア [参照]  をクリックして SSL キーストアを探します。キーストア パスワードを入力し、
確認のためもう一度パスワードを入力します。

 

6 認証方式を選択します。

オプション 説明

シンプル シンプル認証では、LDAP サーバにユーザーの DN とパスワードを送信します。LDAP
を使用している場合、LDAP パスワードはネットワーク上で平文として送信されます。

ケルベロス ケルベロスは、認証チケットを発行してユーザーの ID を証明します。ケルベロスを
選択した場合、レルムを選択する必要があります。
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7 ユーザー名およびパスワードを入力して LDAP サーバに接続します。

LDAP サーバで匿名読み取り対応が有効になっている場合は、これらのテキスト ボックスを空白にしておくことが
できます。

認証方式 ユーザー名の説明

シンプル 完全な LDAP DN を入力します。

ケルベロス 名前を <user@REALM.com> という形式で入力します。
 

8 [適用]  をクリックします。

次に進む前に

これで、LDAP ユーザーとグループを、システムおよびシステムの LDAP 設定を使用する組織に追加できます。

ケルベロス レルムの追加
vCloud Director で LDAP 接続にケルベロス認証を使用するには、レルムが必要です。システムとその組織に使用するレ
ルムを 1 つ以上追加できます。システムと各組織で指定できるレルムは 1 つのみです。

開始する前に

レルムを追加するには、事前に認証方式としてケルベロスを選択する必要があります。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [LDAP]  をクリックします。

2 [すべてのレルムを編集]  をクリックします。

3 (オプション)  [レルム]  タブで  [小文字のレルムを許可]  を選択し、小文字を含むレルム名が許可されるようにします。

4 [レルム]  タブで  [追加]  をクリックします。

5 レルムとその鍵配布センター（KDC）を入力し、 [OK]  をクリックします。

小文字のレルムを許可することを選択しなかった場合、レルム名はすべて大文字で入力する必要があります。たとえ

ば、REALM のように入力します。

6 [DNS]  タブで  [追加]  をクリックします。

7 DNS を入力し、レルムを選択して、 [OK]  をクリックします。

DNS のワイルドカード文字としてピリオド（.）を使用できます。たとえば、.example.com のように入力します。

8 [閉じる]  をクリックし、 [適用]  をクリックします。

次に進む前に

これで、システムの LDAP 設定または組織の LDAP 設定のレルムを選択できます。

LDAP 設定のテスト
LDAP 接続を構成したら、その設定をテストして、ユーザー属性とグループ属性が正しくマッピングされていることを確
認できます。

開始する前に

テストするには、事前に LDAP 接続を構成する必要があります。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [LDAP]  をクリックします。

2 [LDAP 設定をテスト]  をクリックします。
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3 LDAP ディレクトリ内のユーザーの名前を入力し、 [テスト]  をクリックします。

4 属性のマッピングを確認し、 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

テストの結果に基づいて、LDAP のユーザー属性およびグループ属性をカスタマイズできます。

LDAP ユーザーおよびグループ属性のカスタマイズ
LDAP 属性は、LDAP ディレクトリでのユーザー情報およびグループ情報の定義方法の詳細を vCloud Director に提供し
ます。vCloud Director は、これらの情報を独自のデータベースにマッピングします。自分の LDAP ディレクトリに一致
するように、ユーザー属性およびグループ属性の構文を変更します。

開始する前に

LDAP 接続があることを確認します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [LDAP]  をクリックします。

2 ユーザー属性およびグループ属性を変更し、 [適用]  をクリックします。

vCloud Director と LDAP サーバの同期
vCloud Director は、そのユーザーおよびグループの情報を、定期的に LDAP サーバと自動で同期します。LDAP サーバ
との同期は、手動でいつでも行うこともできます。

自動的な同期については、同期の頻度とタイミングを指定できます。「全般システム設定の変更 (P. 89)」 を参照してくだ
さい。

開始する前に

有効な LDAP 接続があることを確認します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [LDAP]  をクリックします。

2 [LDAP を同期]  をクリックします。

vCloud Director クライアント UI のカスタマイズ
vCloud Director クライアント UI、および vCloud Director Home ログイン画面に表示される一部のリンクのブランド
設定をカスタマイズできます。

カスタム テーマとして vCloud Director がサポートするスタイルに関する情報を示す .css テンプレートのサンプルに
ついては、http://kb.vmware.com/kb/1026050 を参照してください。

vCloud Director では、ログイン画面、ヘッダー、およびフッターで、デフォルトのロゴまたは自分でアップロードした
ロゴが使用されます。ログイン画面では、最小で 48x48 ピクセル、最大で 60x150 ピクセルの範囲の領域にロゴを表示
します。48x48 ピクセル未満、または 60x150 ピクセル超のロゴをアップロードすることもできます。この場合、vCloud
Director では、アップロードされたイメージの縦横比を維持しながら、表示領域にサイズを適合させます。アップロード
するイメージのファイル サイズは、16384 バイト以下にする必要があります。ヘッダーおよびフッターでは、元のロゴ
の縦横比を維持しながら、ロゴが適切なサイズに変更されます。

ファイル形式は、PNG、JPEG、または GIF にする必要があります。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ブランド]  をクリックします。
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2 会社名を入力します。

この名前は、システム管理者のタイトル バーおよびすべてのユーザーのフッターに表示されます。

3 カスタム ロゴを選択するには、 [参照]  をクリックしてファイルを選択し、 [開く]  をクリックします。

4 カスタム テーマを選択するには、 [参照] をクリックして .css ファイルを選択し、 [開く] をクリックします。

5 自分の vCloud Director インストール環境に関する情報を提供する Web サイトにリンクしている URL を入力しま
す。

たとえば、http://www.example.com のように入力します。ユーザーは、クライアント UI のフッターに表示さ
れる会社名をクリックしてリンクをたどることができます。

6 この vCloud Director インストール環境にサポートを提供する Web サイトにリンクしている URL を入力します。

すべての vCloud Director 組織の  [ホーム]  タブにある  [サポート]  リンクから、この URL が開きます。

7 ユーザーが vCloud Director アカウントにサインアップできる Web サイトにリンクされている URL を入力します。

このリンクは vCloud Director ログイン ページに表示されます。

8 ユーザーがパスワードを忘れた場合に復元できる Web サイトにリンクされている URL を入力します。

このリンクは vCloud Director ログイン ページに表示されます。

9 [適用]  をクリックします。

システムのデフォルトのロゴに戻す

vCloud Director のカスタム ロゴをアップロードした後、システムのデフォルトのロゴに戻すことができます。

開始する前に

カスタム ロゴがアップロードされていることを確認します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ブランド]  をクリックします。

2 [システムのデフォルトのロゴに戻す]  を選択して  [適用]  をクリックします。

システムのデフォルトのテーマに戻す

vCloud Director のカスタム テーマを適用している場合、いつでもシステムのデフォルトのテーマに戻すことができます。

開始する前に

カスタム テーマが以前に適用されていることを確認します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [ブランド]  をクリックします。

2 [システムのデフォルトのテーマに戻す]  を選択して  [適用]  をクリックします。

公開 Web URL の構成
vCloud Director インストール環境で、ロード バランサの背後または NAT で複数のクラウド セルが実行されている場
合、またはクラウド セルに公開経路指定が可能な IP アドレスがない場合、公開 Web URL を設定できます。

各クラウド セルを初めて構成するときに、HTTP サービス IP アドレスが指定されています。組織ユーザーがシステムへ
のログイン時にアクセスする組織 URL を作成するときに、デフォルトで vCloud Director はそのアドレスを使用します。
別のアドレスを使用するには、公開 Web URL を指定します。
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手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [公開アドレス]  をクリックします。

2 公開 Web URL を入力します。

3 [適用]  をクリックします。

組織を作成すると、その組織 URL には、HTTP サービス IP アドレスではなくこの公開 Web URL が含まれます。vCloud
Director は、既存組織の組織 URL も変更します。

公開コンソール プロキシ アドレスの構成
vCloud Director インストール環境で、ロード バランサの背後または NAT で複数のクラウド セルが実行されている場
合、またはクラウド セルに公開経路指定が可能な IP アドレスがない場合、公開コンソール プロキシ アドレスを設定でき
ます。

各クラウド セルを初めて構成するときに、リモート コンソールのプロキシ IP アドレスが指定されています。ユーザーが
仮想マシン コンソールを表示しようとすると、デフォルトで vCloud Director はそのアドレスを使用します。別のアド
レスを使用するには、公開コンソール プロキシ アドレスを指定します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [公開アドレス]  をクリックします。

2 公開コンソール プロキシ アドレスのホスト名または IP アドレスを入力します。

ここでは、ロード バランサのアドレス、またはリモート コンソール プロキシ IP にトラフィックを経路指定できる
他のマシンのアドレスを入力できます。

3 [適用]  をクリックします。

HTTP サービス IP アドレスに送信されたリモート コンソール セッション チケットが、公開コンソール プロキシ アドレ
スを返します。

公開 REST API ベース URL の構成
vCloud Director インストール環境で、ロード バランサの背後または NAT で複数のクラウド セルが実行されている場
合、またはクラウド セルに公開経路指定が可能な IP アドレスがない場合、公開 REST API ベース URL を設定できます。

各クラウド セルを初めて構成するときに、HTTP サービス IP アドレスが指定されています。デフォルトでは、vCloud
Director は REST API からの XML 応答にそのアドレスを使用します。また、転送サービス（vApp テンプレートとメディ
アのアップロード用）のアップロード先としても使用します。別のアドレスを使用するには、公開 REST API ベース URL
を指定します。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [公開アドレス]  をクリックします。

2 公開 REST API ベース URL にホスト名または IP アドレスを入力します。

ここでは、ロード バランサのアドレス、または HTTP サービス IP にトラフィックを経路指定できる他のマシンのア
ドレスを入力できます。

3 [適用]  をクリックします。

REST API からの XML 応答にはベース URL が含まれ、転送サービスではアップロード先としてこのベース URL を使用し
ます。
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アカウント ロックアウト ポリシーの構成
アカウント ロックアウトを有効化すると、特定回数の試行が失敗した場合にユーザーが Web コンソールにログインでき
ないようにすることができます。デフォルトでは、指定した設定がインストール環境内のすべての組織に適用されますが、

システム管理者または組織管理者は、特定の組織に対してこの設定をオーバーライドできます。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [パスワード ポリシー]  をクリックします。

2 [アカウント ロックアウトの有効化]  チェック ボックス、 [システム管理者アカウントはロックアウトできます。]
チェック ボックス、または両方のチェック ボックスをオンにします。

3 アカウントのロック前に許可される無効なログイン回数を選択します。

4 ロックアウト間隔を選択します。

5 [適用]  をクリックします。
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vCloud Director の監視 10
システム管理者は、完了した操作と処理中の操作を監視し、プロバイダ vDC、組織 vDC、およびデータストア レベルで
リソース使用状況情報を表示できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n タスクとイベントの表示 (P. 101)

n ブロック タスクの監視および管理 (P. 103)

n プロバイダ vDC の使用状況情報の表示 (P. 103)

n 組織 vDC の使用状況情報の表示 (P. 103)

n vCloud Director の JMX サービスの使用 (P. 104)

n vCloud Director ログの表示 (P. 104)

n vCloud Director とコスト レポート (P. 105)

n 検疫ファイルの監視 (P. 105)

タスクとイベントの表示

システムのタスクとイベントおよび組織のタスクとイベントを表示し、vCloud Director アクティビティの監視と監査を
行うことができます。

vCloud Director タスクは、長時間の操作とその状態の変化をタスクの進行状況として表します。たとえば、タスクの開
始時のステータスは通常 実行中 です。タスクが終了すると、ステータスは 成功 または エラー に変化します。

vCloud Director イベントは単独の発生事象を表し、通常は操作の重要な部分、または vCloud Director オブジェクト
の重要な状態の変化を示します。たとえば、vCloud Director では、ユーザーが組織 vDC の作成を開始すると、イベン
トをログに記録し、プロセスが完了したときに別のイベントをログに記録します。また、vCloud Director では、ユー
ザーがログインするたびにイベントをログに記録し、ログインが成功したかどうかを記録します。

処理中および完了したシステム タスクの表示
システム ログを表示して、処理中のシステム レベルのタスク監視、失敗したタスクの検索とトラブルシューティング、
および所有者別のタスク表示を行うことができます。

組織レベルのタスクに関する情報を確認するには、「処理中および完了した組織タスクの表示 (P. 102)」を参照してくだ
さい。

ログには、vCloud Director 設定に応じてデバッグ情報を含めることもできます。「全般システム設定 (P. 90)」 を参照し
てください。

手順

1 vCloud Director システムにシステム管理者としてログインします。
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2 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ログ]  をクリックします。

3 [タスク]  タブをクリックします。

vCloud Director には、システム レベルの各タスクに関する情報が表示されます。

4 詳細を表示するには、タスクをダブルクリックします。

処理中および完了した組織タスクの表示

組織のログを表示して、処理中の組織レベルのタスク監視、失敗したタスクの検索とトラブルシューティング、および所

有者別のタスク表示を行うことができます。

システム レベルのタスクに関する情報を確認するには、「処理中および完了したシステム タスクの表示 (P. 101)」を参照
してください。

ログには、vCloud Director 設定に応じてデバッグ情報を含めることもできます。「全般システム設定 (P. 90)」 を参照し
てください。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [マイ クラウド]  タブをクリックし、左側のペインで  [ログ]  をクリックします。

4 [タスク]  タブをクリックします。

vCloud Director に、組織レベルの各タスクに関する情報が表示されます。

5 詳細を表示するには、タスクをダブルクリックします。

システム管理者のみが、ほぼすべてのタスクの詳細を表示できます。

システム イベントの表示
システム レベルのイベントを表示するには、システム ログを表示します。失敗したイベントの検索とトラブルシューティ
ング、およびユーザー別のイベントの表示を行うことができます。

組織レベルのイベントに関する情報を確認するには、「組織イベントの表示 (P. 102)」を参照してください。

手順

1 vCloud Director システムにシステム管理者としてログインします。

2 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ログ]  をクリックします。

3 [イベント]  タブをクリックします。

vCloud Director には、システム レベルの各イベントに関する情報が表示されます。

4 詳細を表示するには、イベントをダブルクリックします。

組織イベントの表示

組織のログを表示して組織レベルのイベントを監視できます。失敗したイベントの検索とトラブルシューティング、およ

びユーザー別のイベントの表示を行うことができます。

システム レベルのイベントに関する情報を確認するには、「システム イベントの表示 (P. 102)」を参照してください。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織]  をクリックします。

2 組織名を右クリックし、 [開く]  を選択します。
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3 [マイ クラウド]  タブをクリックし、左側のペインで  [ログ]  をクリックします。

4 [イベント]  タブをクリックします。

vCloud Director に、組織レベルの各イベントに関する情報が表示されます。

5 (オプション) 詳細を表示するには、イベントをダブルクリックします。

システム管理者のみが、ほぼすべてのイベントの詳細を表示できます。

ブロック タスクの監視および管理
ブロックの結果として保留中の状態になっているタスクは、監視および管理することができます。

vCloud Director Web コンソールを使用してブロック タスクを監視および管理することは可能ですが、通常は vCloud
API を使用して、コードの外部の一部が AMQP 通知を監視し、プログラムによって応答します。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [ブロック タスク]  をクリックします。

2 タスクを右クリックし、アクションを選択します。

オプション 説明

再開 タスクを再開します。

中止 タスクを中止し、タスクの一部として作成されたオブジェクトを削除します。

失敗 タスクを失敗させますが、タスクの一部として作成されたオブジェクトはクリーンアッ

プしません。タスクとそのオブジェクトのステータスは、<Error> に設定されます。
 

3 理由を入力し、 [OK]  をクリックします。

プロバイダ vDC の使用状況情報の表示
プロバイダ vDC は、組織 vDC にコンピューティング リソース、メモリ リソース、およびストレージ リソースを提供し
ます。プロバイダ vDC のリソースは、監視して、必要に応じてさらに追加することができます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [プロバイダ vDC]  をクリックします。

2 [監視]  タブをクリックします。

vCloud Director は 各プロバイダ vDC の CPU、メモリ、ストレージに関する情報を表示します。

組織 vDC の使用状況情報の表示
組織 vDC は、組織にコンピューティング リソース、メモリ リソース、およびストレージ リソースを提供します。組織
vDC のリソースは、監視して、必要に応じてさらに追加することができます。

手順

1 [管理および監視]  タブをクリックし、左側のペインで  [組織 vDC]  をクリックします。

2 [監視]  タブをクリックします。

vCloud Director は 各組織 vDC の CPU、メモリ、ストレージに関する情報を表示します。
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vCloud Director の JMX サービスの使用
各 vCloud Director サーバ ホストは、JMX を介して多くの MBean を公開することでサーバの運用管理を可能にして、
内部統計情報へのアクセスを提供します。

JConsole を使用した JMX サービスへのアクセス
JMX クライアントを使用して vCloud Director JMX サービスにアクセスできます。JConsole は、JMX クライアント
の 1 つです。

vCloud Director によって公開される MBean の詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1026065を参照してく
ださい。

開始する前に

接続先となる vCloud Director ホストのホスト名は、完全修飾ドメイン名または非修飾ホスト名の正引き参照と逆引き参
照を使用して、DNS によって解決できる必要があります。

手順

1 JConsole を開始します。

2 [接続]  メニューで  [新規接続]  を選択します。

3 [リモート プロセス]  をクリックし、JMX サービスの URL を入力します。

URL には、vCloud Director サーバーのホスト名または IP アドレスの後にポート番号を付けます。たとえば、
example.com:8999 のように入力します。デフォルト ポートは 8999 です。

4 vCloud Director システム管理者のユーザー名とパスワードを入力し、 [接続]  をクリックします。

5 [MBean]  タブをクリックします。

vCloud Director ログの表示
vCloud Director では、システムのクラウド セルごとにログ情報を提供します。ログを表示して、セルの監視や問題のト
ラブルシューティングを行うことができます。

セルのログは /opt/vmware/cloud-director/logs にあります。表 10-1では、使用可能なログを一覧表示してい
ます。

表 10-1.  vCloud Director のログ

ログ名 説明

cell.log vCloud Director セルからのコンソール出力。

vcloud-container-debug.log セルからのデバッグ レベルのログ メッセージ。

vcloud-container-info.log セルからの情報ログ メッセージ。このログには、セルで発生した警
告とエラーも表示されます。

vmware-vcd-watchdog.log セル ウォッチドッグからの情報ログ メッセージ。セルがいつクラッ
シュしたか、再起動したかなどが記録されます。

diagnostics.log セル診断ログ。このファイルは、ローカル ログ構成で診断ログが有
効になっていない場合は空です。

<YYYY_MM_DD>.request.log Apache 共通ログ形式の HTTP 要求ログ。

ログは、任意のテキスト エディタ/ビューアまたはサードパーティ ツールを使用して表示できます。
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vCloud Director とコスト レポート
VMware vCenter Chargeback 1.5 を使用して、VMware vCloud Director のコスト レポート システムを構成できます。

詳細については、『VMware vCenter Chargeback User's Guide』 を参照してください。

vCloud Director で、何日分のチャージバック履歴を保存するかを指定できます。「全般システム設定の変更 (P. 89)」 を
参照してください。

検疫ファイルの監視

vCloud Director では、ユーザーがシステムにアップロードしたファイル（vApp テンプレートとメディア ファイル）を
検疫できます。アップロードの検疫を有効にし、サードパーティ ツール（ウイルス スキャナなど）を使用して、アップ
ロードしたファイルを vCloud Director が受け入れる前に処理できます。

STOMP プロトコルを処理できる任意の Java Message Service（JMS）クライアントを使用して、vCloud Director 検
疫サービスからのメッセージを監視して応答できます。

アップロードしたファイルが検疫されると、JMS ブローカーがクラウド セルの要求キューにメッセージを送信します。
受診者は、応答キューにメッセージを送信して、アップロードを受け入れるか拒否するかを決定します。

アップロードしたファイルの検疫

ユーザーが vCloud Director にアップロードしたファイルを検疫して、受け入れられる前に処理（ウイルス スキャンな
ど）できます。

手順

1 [管理]  タブをクリックし、左側のペインで  [全般]  をクリックします。

2 [アップロード隔離を有効化]  チェック ボックスを選択し、タイムアウトを秒単位で入力します。

タイムアウトは、アップロードしたファイルを検疫する時間を表し、この時間が経過するとファイルが削除されます。

3 [適用]  をクリックします。

ユーザーがアップロードした vApp テンプレートとメディア ファイルは、受け入れられるまで使用できません。

次に進む前に

検疫サービスのメッセージに対して監視、処理、および応答を行う手動または自動のシステムをセットアップします。

JConsole を使用した検疫要求の表示
JConsole を使用して、検疫サービス要求を表示できます。応答メッセージを作成するには、要求メッセージの情報を使
用します。

開始する前に

アップロードの検疫が有効になっています。

手順

1 JConsole を開始します。

2 [接続]  メニューで  [新規接続]  を選択します。

3 [リモート プロセス]  をクリックし、JMX サービスの URL を入力します。

URL には、vCloud Director サーバーのホスト名または IP アドレスの後にポート番号を付けます。たとえば、
example.com:8999 のように入力します。デフォルト ポートは 8999 です。

4 vCloud Director システム管理者のユーザー名とパスワードを入力し、 [接続]  をクリックします。
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5 [MBean]  タブをクリックして、 [org.apache.activemq]  -  [<uuid>]  -  [キュー]  -
[com.vmware.vcloud.queues.transfer.server.QuarantineRequest]  -  [操作]  ノードを参照します。

6 browseMessages() 操作を選択します。

7 メッセージのテキストを応答先にコピーします。

たとえば、次のようになります。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<QuarantineRequestMessage transferSessionId="239d310a-5bce-492d-9e26-eda6b646dc15" 
transferSessionFilePath="/opt/vmware/cloud-
director/data/transfer/239d310a-5bce-492d-9e26-eda6b646dc15"
xmlns="http://www.vmware.com/vcloud/v1"/>

次に進む前に

検疫要求を受け入れるか、拒否します。

JConsole を使用した検疫要求の受け入れまたは拒否
JConsole を使用して、サービス要求を受け入れるか拒否することができます。応答メッセージを作成するには、要求メッ
セージの情報が必要です。

開始する前に

要求メッセージのテキストが必要です。

手順

1 要求メッセージのテキストをテキスト エディタに貼り付けます。

2 XML 要素名を QuarantineResponseMessage に変更し、新しい属性 response="accept" または
response="reject" を要素に追加します。

たとえば、次のようになります。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<QuarantineResponseMessage transferSessionId="239d310a-5bce-492d-9e26-
eda6b646dc15" 
transferSessionFilePath="/opt/vmware/cloud-
director/data/transfer/239d310a-5bce-492d-9e26-eda6b646dc15"
response="accept"
xmlns="http://www.vmware.com/vcloud/v1"/>

3 JConsole を開始します。

4 [接続]  メニューで  [新規接続]  を選択します。

5 [リモート プロセス]  をクリックし、JMX サービスの URL を入力します。

URL には、vCloud Director サーバーのホスト名または IP アドレスの後にポート番号を付けます。たとえば、
example.com:8999 のように入力します。デフォルト ポートは 8999 です。

6 vCloud Director システム管理者のユーザー名とパスワードを入力し、 [接続]  をクリックします。

7 [MBean]  タブをクリックして  [org.apache.activemq]  -  [<uuid>]  -  [キュー]  -
[com.vmware.vcloud.queues.transfer.server.QuarantineResponse]  -  [操作]  ノードを参照します。

8 sendTextMessage(string, string, string) 操作を選択します。

9 テキスト エディタの応答メッセージを 1 つ目のフィールドに貼り付け、他のフィールドに vCloud Director システ
ム管理者のユーザー名とパスワードを入力します。
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10 [sendTextMessage]  をクリックします。

ファイルが受け入れられると、vCloud Director はそのファイルを検疫から解放し、アップロードを完了します。ファイ
ルが拒否されると、vCloud Director はそのファイルを削除します。
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ロールと権限 11
vCloud Director は、ロールとロールに関連付けられた権限を使用して、ユーザーおよびグループが実行できる操作を決
定します。システム管理者は、ロールの作成と変更ができます。システム管理者と組織管理者は、ロールを組織内のユー

ザーおよびグループに割り当てることができます。

vCloud Director には、いくつかの事前定義されたロールがあります。

n システム管理者

n 組織管理者

n カタログ作成者

n vApp 作成者

n vApp ユーザー

n コンソールのアクセスのみ

事前定義ロールとその権限

vCloud Director には、事前定義されたロールがあります。これらのロールには、それぞれデフォルトの権限セットがあ
ります。

表 11-1 では、事前定義されている vCloud Director ロールと各ロールに割り当てられたデフォルトの権限を示します。
システム管理者は、システム管理者ロールを除く、新規ロールの作成と既存ロールの変更ができます。

表 11-1.  事前定義ロールのデフォルトの権限

システム管理者 組織管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのアクセ

スのみ

vApp:vApp の作
成/再構成

X X X X

vApp:vApp を削除 X X X X X

vApp:vApp のプロ
パティを編集

X X X X X

vApp:vApp を開
始/停止/サスペン
ド/リセット

X X X X X

vApp:vApp を共有 X X X X X

vApp:vApp をコ
ピー

X X X X X

vApp:仮想マシン コ
ンソールへのアクセ

ス

X X X X X X
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表 11-1.  事前定義ロールのデフォルトの権限 (続き)

システム管理者 組織管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのアクセ

スのみ

vApp:所有者を変更 X X

vApp:仮想マシンの
プロパティを編集

X X X X X

vApp:仮想マシンの
メモリを編集

X X X X

vApp:仮想マシン
の CPU を編集

X X X X

vApp:仮想マシンの
ネットワークを編集

X X X X X

vApp:仮想マシンの
ハード ディスクを編
集

X X X X

vApp:仮想マシンの
パスワード設定を管

理

X X X X X X

カタログ:新規のカタ
ログを作成/削除

X X X

カタログ:カタログの
プロパティを編集

X X X

カタログ:マイ クラ
ウドからの vApp を
追加

X X X X

カタログ:カタログを
発行

X X X

カタログ:カタログを
共有

X X X

カタログ:プライベー
トおよび共有のカタ

ログを表示

X X X X

カタログ:発行された
カタログを表示

X X

カタログ:所有者を変
更

X X

カタログ項目:vApp
テンプレート/メ
ディアのプロパティ

の編集

X X X

カタログ項目:vApp
テンプレート/メ
ディアの作成/アッ
プロード

X X X

カタログ項目:vApp
テンプレートのダウ

ンロード

X X X

カタログ項目:vApp
テンプレート/メ
ディアのコピー/移
動

X X X X
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表 11-1.  事前定義ロールのデフォルトの権限 (続き)

システム管理者 組織管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのアクセ

スのみ

カタログ項目:vApp
テンプレートおよび

メディアの表示

X X X X X

カタログ項目:マイ
クラウドへの追加

X X X X X

組織:組織のプロパ
ティの編集

X X

組織:SMTP 設定の
編集

X X

組織:割り当て容量ポ
リシーの編集

X X

組織:組織の表示 X X

組織:組織のネット
ワーク プロパティの
編集

X X

組織:組織のネット
ワークの表示

X X

組織:リース ポリ
シーの編集

X X

組織:パスワード ポ
リシーの編集

X X

組織 vDC:組織 vDC
の表示

X X

ユーザー:グルー
プ/ユーザーの表示

X X

全般:通知の送信 X X

全般:管理者のコント
ロール

X X

全般:管理者の表示 X X
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