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vCloud Director ユーザー ガイド

『VMware vCloud Director ユーザー ガイド』では、組織、カタログ、vApp、および仮想マシンの管理に関する情報を
提供します。

対象読者

本書は、VMware vCloud Director で組織のセットアップと構成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、vApp、カタログ、および仮想マシンの作成とセットアップを行う組織管理者を含め、システム管理者ではない
ユーザー向けに記載されています。
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vCloud Director のスタート ガイド 1
vCloud Director Web コンソールにログインすると、 [ホーム]  タブが表示され、リソースにアクセスしたり、一般的な
タスクへのリンクを使用したりすることができます。

また、ユーザー環境設定を設定したり、製品のヘルプを表示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 VMware vCloud Director について (P. 9)

n Web コンソールへのログイン (P. 10)

n vCloud Director の使用 (P. 10)

n Mozilla Firefox のオプションの設定 (P. 11)

n Microsoft Internet Explorer のオプションの設定 (P. 12)

n ユーザー環境設定の設定 (P. 13)

n パスワードの変更 (P. 14)

VMware vCloud Director について
VMware® vCloud Director は、vApp や仮想マシンを作成したり操作したりするために組織のメンバーが組織のリソー
スと連携することを許可する、Web コンソールへのロールベースのアクセスを提供します。

組織にアクセスするには、vCloud Director システム管理者によってその組織が作成されてリソースが割り当てられ、さ
らに Web コンソールにアクセスするための URL が提供されなければなりません。各組織には、メンバーの追加とポリ
シーや環境設定の設定を行うことによって組織のセットアップを完了する組織管理者が 1 名以上含まれます。組織がセッ
トアップされると、非管理者ユーザーは、仮想マシンと vApp を作成、使用、および管理するためにログインできるよう
になります。

組織

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。

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、組織管理者がローカルに作成する

か、または LDAP などのディレクトリ サービスからインポートすることができます。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。
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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ます。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。組
織では、複数の vDC を持つことができます。

組織 vDC ネットワーク
組織 vDC ネットワークは、vCloud Director 組織 vDC 内に存在し、組織内のすべての vApp が使用可能です。組織 vDC
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 vDC ネットワークは、外部ネットワーク、または組
織の内部の隔離されたネットワークに接続できます。組織 vDC 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
が、組織管理者は、ネットワーク サービスを含め、組織 vDC ネットワークを管理することができます。

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 vDC 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 vDC
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。

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。組織管理者
は、公開カタログから組織カタログに項目をコピーできます。

Web コンソールへのログイン
組織にログインして Web コンソールにアクセスするには、組織の URL を使用します。

組織の URL がわからない場合は、組織管理者に連絡してください。

手順

1 ブラウザで、組織の URL を入力して Enter を押します。

たとえば、https://cloud.example.com/cloud/org/myOrg と入力します。

2 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。 .

次に進む前に

Web コンソールに、一般的なタスクと使用可能なリソースのリストがロールに基づいて表示されます。 [ホーム]  タブ
で  [この組織をセットアップ]  リンクをクリックすると、組織管理者は、新規に作成された組織のセットアップを終了で
きます。詳細については、「組織のセットアップ (P. 36)」を参照してください。

vCloud Director の使用
vCloud Director にログインすると、初めにホーム ページが表示されます。このページには、ログインしたロールで最も
使用されるタスクが表示されます。

[組織管理者]  には、最初のタスクとして  [この組織をセットアップ]  リンクが表示されます。以下のヘッダーにもタスク
が表示されます。

n [組織とリソース]

n [内容]

n [ユーザーおよびグループ]

簡単にアクセスできるように、組織の vApp が表示されています。

vCloud Director ユーザー ガイド
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[カタログ作成者]  には、以下のタスクへのリンクが表示されます。

n [クラウド コンピュータ システムを追加]

n [新規 vApp を構築]

n [カタログを管理]

n [新規のカタログ]

[vApp 作成者]  には、以下のタスクへのリンクが表示されます。

n [クラウド コンピュータ システムを追加]

n [新規 vApp を構築]

[vApp ユーザー]  には、以下のタスクへのリンクが表示されます。

n [クラウド コンピュータ システムを追加]

簡単にアクセスできるように、組織の vApp が表示されています。

[コンソールのアクセスのみ]  のユーザーには、vCloud Director への読み取り専用アクセス権があります。

Mozilla Firefox のオプションの設定
これらのオプションや設定は、Mozilla Firefox で vCloud Director Web コンソールを表示して使用するのに役立ちます。

開始する前に

以下が準備されている必要があります。

n Firefox 3.x 以降

n SSL 3.0 暗号化

n TLS 1.0 暗号化

手順

1 Firefox で、 [ツール]  -  [オプション]  を選択します。

2 [コンテンツ]  をクリックして  [JavaScript を有効にする]  チェック ボックスを選択します。

3 [プライバシー]  をクリックします。

4 [Firefox に]  ドロップダウン メニューで、 [記憶させる履歴を詳細設定する]  を選択します。

5 [サイトから送られてきた Cookie を承諾する]  を選択します。

これにより、 [サードパーティの Cookie を承諾する]  チェック ボックスも選択されます。

6 [OK]  をクリックします。

Mozilla Firefox でのプロキシの迂回
Firefox プロキシ サーバーは、特定のウェブアドレスを迂回するように構成できます。

以下の条件がすべて揃っている場合は、特定のウェブアドレスを迂回するように Firefox を構成できます。

n 内部ネットワークがプロキシ サーバーを使用して外部ネットワークにアクセスするように構成されている。

n ブラウザのプロキシ サーバー接続にローカルの例外が存在しない。

n 外部ネットワークの接続先を発見できないか、接続先に接続できなかった場合、プロキシが内部ネットワークを検索

するように構成されていない。

n ユーザーは Firefox を使用して内部ネットワーク上の迂回先を検索する。

第 1 章 vCloud Director のスタート ガイド
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手順

1 オプションを選択します。

オペレーティング システム 操作

Windows [ツール]  -  [オプション]

Linux [編集]  -  [環境設定]
 

2 [詳細]  ボタンをクリックします。

3 [ネットワーク]  タブで、 [設定]  ボタンをクリックします。

4 [プロキシなし:]  フィールドに、セルまたはロード バランサーの IP を入力します。

指定したウェブアドレスは、Firefox プロキシ サーバーによって迂回されます。

Microsoft Internet Explorer のオプションの設定
これらのオプションは、Microsoft Internet Explorer で vCloud Director Web コンソールを表示して使用するのに役
立ちます。

以下が準備されている必要があります。

n Internet Explorer 7 以降

n SSL 3.0 暗号化

n TLS 1.0 暗号化

手順

1 Internet Explorer で、 [ツール]  -  [インターネット オプション]  を選択します。

2 [セキュリティ]  タブをクリックします。

3 vCloud Director サーバーの  [インターネット コンテンツ]  ゾーンを選択します。

4 [レベルのカスタマイズ]  をクリックして、以下のオプションについて  [有効にする]  または  [ダイアログを表示す
る]  を選択します。

n [署名された ActiveX コントロールのダウンロード]

n [ActiveX コントロールとプラグインの実行]

n [META REFRESH の許可]

n [Microsoft Web ブラウザー コントロールのスクリプトの実行を許可する]

5 [OK]  をクリックします。

6 [詳細]  タブをクリックします。

7 Internet Explorer を Windows 2003 で使用している場合、以下のタスクを実行してください。

a [スタート]  -  [設定]  -  [コントロール パネル]  を選択します。

b [プログラムの追加と削除]  を選択します。

c [Windows コンポーネントの追加と削除]  をクリックします。

d [Internet Explorer セキュリティ強化の構成]  を無効にします。

vCloud Director ユーザー ガイド
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Internet Explorer でのプロキシの迂回
一部の Web アドレスを迂回するように Internet Explorer プロキシ サーバーを構成できます。

以下のすべての条件が整っている場合、特定の Web アドレスを迂回するように Internet Explorer を構成できます。

n 内部ネットワークがプロキシ サーバーを使用して外部ネットワークにアクセスするように構成されている。

n ブラウザのプロキシ サーバー接続にローカルの例外が存在しない。

n 外部ネットワークの接続先を発見できないか、接続先に接続できなかった場合、プロキシが内部ネットワークを検索

するように構成されていない。

n ユーザーが Internet Explorer を使用して内部ネットワークの接続先を探している。

手順

1 セルまたはロード バランサーの IP アドレスを入力して、VMware Remote Console (VMRC) がプロキシ設定を迂
回できるようにします。

2 [ツール]  -  [インターネット オプション]  を選択します。

3 [接続]  タブで、一番下のパネルの  [LAN 設定]  をクリックします。

4 プロキシ サーバー パネルで  [詳細]  をクリックします。

5 例外パネルにある  [次の文字で始まるアドレスをプロキシ サーバーとして使用しない:]  テキスト ボックスにセルま
たはロード バランサーの IP アドレスを入力します。

構成管理機能で正規表現をサポートしている場合、セルまたはロード バランサーの DNS 名を入力する必要がありま
す。

6 [OK]  をクリックします。

指定した Web アドレスが Internet Explorer プロキシ サーバーによって迂回されます。

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。システム

管理者アカウントのパスワードも変更できます。

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 [パスワードを変更]  タブをクリックします。

7 (オプション) 現在のパスワードを入力し、新しいパスワードを 2 回入力します。

8 [OK]  をクリックします。

第 1 章 vCloud Director のスタート ガイド
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パスワードの変更

ローカル ユーザー アカウントを持っている場合は、パスワードを変更できます。

手順

1 組織にログインします。

2 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。

3 [パスワードを変更]  タブで、現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、新しいパスワードを再入力します。

4 [OK]  をクリックします。

vCloud Director からログアウトします。

次に進む前に

新しいパスワードを使用してログインします。

vCloud Director ユーザー ガイド
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ユーザーとグループの管理 2
ユーザーとグループを組織に追加できるのは、組織管理者のみです。組織管理者は、ユーザーまたはグループごとに組織

内のロールを割り当てます。このロールによって、vCloud Director で表示および実行できる内容が制御されます。

組織管理者は、組織内のローカル ユーザー アカウントを作成したり、LDAP サーバーからユーザーやグループをインポー
トしたりすることができます。LDAP 接続を設定する場合は、システム管理者にお問い合わせください。

vCloud Director には、以下のデフォルトのロールがあります。

組織管理者 組織を管理します。

カタログ作成者 新規カタログを作成および公開します。

vApp 作成者 vApp を作成したり、カタログを使用したりします。

vApp ユーザー ほかのユーザーが作成した vApp を使用します。

コンソールのアクセスのみ 仮想マシンのゲスト OS を使用したり、仮想マシンの状態やプロパティを表示したりし
ます。

カスタム ロールを作成する場合は、システム管理者にお問い合わせください。

この章では次のトピックについて説明します。

n ユーザーの管理 (P. 15)

n グループの操作 (P. 18)

ユーザーの管理

[ユーザー]  ページには組織内のユーザーのリストが表示されます。ユーザーがアクティブかどうか、ユーザーのロール、
または、それらがローカルか LDAP かを確認できます。

組織管理者として、以下の操作を実行できます。

n 新しいユーザーを追加する

n LDAP からユーザーをインポートする

n メール通知を送信する

n ユーザーを無効にする

n ユーザーのプロパティを変更する

n ユーザーを削除する
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ローカル ユーザーの追加
ローカル ユーザーを追加すると、組織管理者は、LDAP サーバーに存在しないユーザーにアクセス権を提供できます。
LDAP サーバーを使用しない場合も、ローカル ユーザーを追加できます。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [ユーザー]  を選択します。

3 [新規ユーザー]  ボタンをクリックします。

4 ユーザー名およびパスワードを入力します。

5 ロールを選択します。

カスタム ロールを作成する場合は、システム管理者にお問い合わせください。

6 (オプション) 連絡先情報を入力します。

7 このユーザーの保存される仮想マシンと実行中の仮想マシンの割り当て容量の制限を選択します。

8 [OK]  をクリックします。

[ユーザー]  ページに新規ユーザーが表示されます。

LDAP ユーザーのインポート
組織管理者は、LDAP サーバーからユーザーをインポートできます。

開始する前に

組織の LDAP 設定が行われ、正常に動作していることを確認します。組織の LDAP 設定を構成する場合は、システム管
理者にお問い合わせください。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [ユーザー] .

3 [ユーザーのインポート]  ボタンをクリックします。

4 ユーザーのインポートの  [ソース]  を選択します。

組織で LDAP サーバーまたは SAML プロバイダのみが構成されている場合、ソースは読み取り専用となります。

オプション 説明

LDAP LDAP サーバーからユーザーをインポートします。
a 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。

b 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。

SAML 組織の SAML プロバイダからユーザーをインポートします。インポートするユーザー
のユーザー名を入力し、 [追加]  をクリックします。複数のユーザーは、キャリッジ
リターンで区切ります。

 

5 [OK]  をクリックします。

vCloud Director は、選択したユーザーを LDAP サーバーから組織にインポートします。

vCloud Director ユーザー ガイド

16  VMware, Inc.



ユーザーの編集

組織管理者は、パスワード、ロール、連絡先情報、割り当て容量など、ローカル ユーザーのプロパティを編集できます。
LDAP ユーザーについては、ロールと割り当て容量のみ編集できます。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [ユーザー]  を選択します。

3 ユーザーを選択し、右クリックして  [プロパティ]  をクリックします。

4 必要なプロパティを変更して  [OK]  をクリックします。

ユーザーの削除

ユーザーが会社を退職したり、別の組織に移動したりした場合、組織管理者はそのようなユーザーを組織から削除できます。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [ユーザー]  を選択します。

3 ユーザーを選択して右クリックし、 [アカウントを無効化]  を選択します。

4 そのユーザーをもう一度選択して右クリックし、 [削除]  を選択します。

5 [OK]  をクリックします。

ユーザーが組織から削除されます。

ユーザー通知の送信

組織管理者は、ユーザーに電子メール通知を送信して、組織内のイベントや問題を通知することができます。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [ユーザー]  を選択します。

3 [通知]  ボタンをクリックします。

ユーザーを選択してからこのボタンをクリックすると、そのユーザーの名前が受信者として表示されます。

4 受信者を選択して件名を入力します。

5 本文を入力します。

6 [電子メールを送信]  をクリックします。

通知が選択した受信者に送信されます。

[未分類] でのユーザーの削除
組織内のユーザーがグループから削除された場合、グループが LDAP で無効化または削除された場合、またはユーザー
が LDAP で削除または無効化された場合、ユーザーは  [未分類]  ページに表示されます。組織管理者は、このユーザーを
システムから削除し、ユーザーのオブジェクト (vApp や vApp テンプレートなど) の所有権を引き受けることができます。

手順

1 [管理]  をクリックします。

第 2 章 ユーザーとグループの管理
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2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [未分類]  を選択します。

3 リストでユーザーを右クリックし、 [削除]  を選択します。

4 [OK]  をクリックします。

[ユーザーのオブジェクトを自分に転送]  チェック ボックスをオフにしないかぎり、vCloud Director では、ユーザー
のオブジェクトの所有権が譲渡されます。

ユーザー アカウントの無効化または有効化
組織管理者は、Web コンソールからユーザーをログアウトし、再度ログインできないようにするために、ユーザー アカ
ウントを無効化することができます。ユーザーに対してログインを許可するには、ユーザー アカウントを有効化します。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [ユーザー]  を選択します。

3 ユーザーを選択して右クリックし、 [アカウントを無効化]  または  [アカウントを有効化]  を選択します。

無効化されたユーザー アカウントには  [有効]  列に赤い丸が表示され、有効化されたユーザー アカウントには緑色のチェッ
ク マークが表示されます。

次に進む前に

ユーザーのアカウントを無効にした後、そのユーザーを削除できます。「ユーザーの削除 (P. 17)」 を参照してください。

ユーザーのロールの表示および変更

組織管理者は、組織にユーザーを追加する際にロールを割り当てます。より多くの権限または少ない権限をユーザーに付

与するために、組織管理者は、後でユーザーのロールを変更することができます。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [ユーザー]  を選択します。

3 ユーザーを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [組織内のユーザー ロール:] ドロップダウン メニューで、新しいロールをユーザーに対して選択します。

各ロールの定義がツール チップとして表示されます。

5 [OK]  をクリックします。

グループの操作

[グループ]  ページでは、組織内のグループのリストを確認できます。

グループ名と割り当てられたロールを確認できます。組織管理者は、グループを組織にインポートしたり、組織からグルー

プを削除したり、グループのロールを変更したりすることができます。

グループのインポート

組織管理者は、LDAP グループまたは SAML の ID プロバイダからのグループを組織にインポートできます。

組織の LDAP 設定を構成する場合は、システム管理者にお問い合わせください。

開始する前に

組織の LDAP 設定が行われ、正常に動作しているか、SAML の ID サーバーを使用するよう組織を構成しておく必要があ
ります。

vCloud Director ユーザー ガイド
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手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [グループ] .

3 [グループのインポート]  ボタンをクリックします。

4 インポート元となる  [ソース]  を選択します。

組織で LDAP サーバーまたは SAML プロバイダのみが構成されている場合、ソースは読み取り専用となります。

オプション 説明

LDAP LDAP サーバーからグループをインポートします。
a 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。

b 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。

SAML SAML プロバイダからグループをインポートします。グループ名を入力し、 [追加]
をクリックします。複数のグループは、キャリッジ リターンで区切ります。

 

5 グループのロールを選択します。

グループ内のすべてのユーザーにこのロールが割り当てられます。

6 [OK]  をクリックします。

グループが組織内にインポートされます。

グループの削除

組織管理者は、組織から削除するためにグループを削除することができます。

組織からグループを削除すると、組織のメンバーであるユーザーは、削除されたグループのメンバーシップのみに基づい

て影響を受けます。これらのユーザーは、組織にログインできなくなります。組織からグループを削除しても、そのグルー

プは LDAP には存在し続けます。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [グループ]  を選択します。

3 グループを選択して右クリックし、 [削除]  を選択します。

4 [はい]  をクリックします。

グループのロールの変更

組織管理者は、組織のグループに割り当てられているロールを確認して変更することができます。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [グループ]  を選択します。

3 グループを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

4 このグループに別のロールを選択します。

5 [OK]  をクリックします。

このグループの新しいロールが、 [グループ]  ページに表示されます。

第 2 章 ユーザーとグループの管理
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クラウド リソースの管理 3
vCloud Director システム管理者は、仮想データセンターやネットワークを作成して組織に割り当てることができます。
組織管理者は、これらのリソースに関する情報を表示し、管理タスクの制限セットを実行することができます。組織仮想

データセンターまたは組織 vDC ネットワークがさらに必要な場合は、システム管理者に連絡してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想データセンターの管理 (P. 21)

n 組織 vDC ネットワークの管理 (P. 22)

n 期限切れ項目の管理 (P. 34)

仮想データセンターの管理

仮想データセンター (vDC) は、プロセッサ リソース、メモリ リソース、およびストレージ リソースを組織に提供しま
す。これらは、システム管理者によって組織に割り当てられます。組織では、複数の vDC を持つことができます。

仮想データセンターの表示

組織内の vDC を表示すると、自分が管理するリソース、ユーザー、ポリシー設定を監視できます。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [クラウド リソース]  -  [仮想データセンター]  を選択します。

組織内の vDC のリストが右側のペインに表示されます。

3 vDC の詳細については、右クリックして  [開く]  を選択します。

この vDC に接続された vApp、vApp テンプレート、メディア、ネットワークが表示されます。それぞれのタブを
クリックして、オブジェクトを右クリックすると実行できる操作を確認できます。

仮想データセンターのプロパティの確認

組織に割り当てられた vDC のプロパティを確認できます。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 [クラウド リソース]  -  [仮想データセンター]  を選択します。

3 vDC を選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。
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4 プロパティを確認して  [OK]  をクリックします。

次に進む前に

組織の vDC を変更する場合は、システム管理者に連絡してください。

仮想データセンターの監視

組織に割り当てられた vDC を監視し、追加容量を要求するタイミングを決定できます。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 [クラウド リソース]  -  [仮想データセンター]  を選択します。

3 [監視]  ボタンをクリックします。

プロセッサ、メモリ、ストレージ、および割り当てモデルに関する詳細が表示されます。

次に進む前に

さらに容量が必要な場合は、システム管理者にお問い合わせください。

仮想データセンターの管理

組織内の vDC の状況、割り当てモデル、および vApp の数などの情報を確認できます。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [クラウド リソース]  -  [仮想データセンター]  を選択します。

3 [管理]  ボタンをクリックします。

4 情報を確認します。

次に進む前に

vDC を開いて、その中のオブジェクトを表示したり、ユーザーに問題や変更を通知したり、または vDC のプロパティを
確認したりできます。vDC を変更する場合は、システム管理者にお問い合わせください。

組織 vDC ネットワークの管理
組織 vDC ネットワークは、システム管理者によって作成され、組織 vDC に割り当てられます。組織管理者は、ネット
ワークに関する情報の表示やネットワーク サービスの構成などを行うことができます。

直接の、経路指定された、または内部の組織 vDC ネットワークを使用できます。

vCloud Director ユーザー ガイド
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表 3-1.  組織 vDC ネットワークのタイプ

組織 vDC ネットワークのタイプ 説明

直接 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、組織外の仮想マシンに対して直接レイヤ 2 接続を提供します。この
組織外の仮想マシンは、組織内の仮想マシンに直接接続できます。

経路指定 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)、ファイアウォール、
および VPN 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
ようにすることができます。

内部 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

上で接続して、トラフィックを表示できます。

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、この組織の外部にあるマシンへの接続は提供

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。

組織 vDC ネットワーク サービスの構成
組織管理者は、DHCP、ファイアウォール、ネットワーク アドレス変換 (NAT)、VPN、固定ルーティングなどのサービス
を特定の組織 vDC ネットワークに対して構成できます。

使用可能なネットワーク サービスは、組織 vDC ネットワークのタイプによって異なります。

表 3-2.  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

組織 vDC ネットワークのタイプ DHCP
ファイア

ウォール NAT VPN 固定ルーティング

直接

経路指定 X X X X X

内部 X

組織 vDC ネットワークの DHCP の構成

組織管理者は、組織内の仮想マシンに DHCP サービスを提供するように特定の組織 vDC ネットワークを構成することが
できます。

次の構成の仮想マシンをパワーオンすると、vCloud Director は DHCP IP アドレスをその仮想マシンに割り当てます。

n DHCP が有効にされている組織 vDC ネットワークに NIC が接続されている。

n 接続された NIC の IP モードが  [DHCP]  に設定されている。

開始する前に

経路指定された組織 vDC ネットワークまたは内部組織 vDC ネットワークが存在することを確認します。

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [組織 vDC ネットワーク]  タブをクリックし、組織 vDC 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 [DHCP を有効化]  を選択します。
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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 vDC
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 vDC ネットワークのファイアウォールの構成

組織管理者は、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 vDC ネットワークを構成できます。組織 vDC
ネットワークでファイアウォールを有効化し、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

ルールを施行します。

ファイアウォールを有効化する際には、デフォルトのファイアウォールのアクションを指定して、受信トラフィックと送

信トラフィックをすべて拒否または許可するように設定することができます。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、デフォルトのファイアウォールのアクションよりも優先されます。「組織 vDC ネット
ワークへのファイアウォール ルールの追加 (P. 25)」 を参照してください。

システム管理者が Syslog サーバー設定を指定し、 これらの設定が組織 vDC ネットワークに適用されている場合、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ことができます。 Syslog サーバー設定の適
用に関する詳細は、 「組織 vDC ネットワークへの Syslog サーバー設定の適用 (P. 33)」 を参照してください。現在
の Syslog サーバー設定を表示する方法については、「組織 vDC ネットワークの Syslog サーバー設定の表示 (P. 33)」
を参照してください。

開始する前に

経路指定されている組織 vDC ネットワークが存在することを確認します。

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [組織 vDC ネットワーク]  タブをクリックし、組織 vDC 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、 [ファイアウォールを有効化]  を選択し、ファイアウォール サービスを有効
化するか、それを選択解除してファイアウォール サービスを無効化します。

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。

オプション 説明

拒否 ファイアウォール ルールによって上書きされた場合を除き、すべてのトラフィックを
ブロックします。

許可 ファイアウォール ルールによって上書きされた場合を除き、すべてのトラフィックを
許可します。

 

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。

vCloud Director ユーザー ガイド

24  VMware, Inc.



組織 vDC ネットワークへのファイアウォール ルールの追加

組織管理者は、ファイアウォールをサポートする組織 vDC ネットワークにファイアウォール ルールを追加できます。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。

新しいファイアウォール ルールを組織 vDC 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 vDC ネットワークのファイア
ウォール ルールの順序変更 (P. 26)」 を参照してください。

システム管理者が Syslog サーバー設定を指定し、 これらの設定が組織 vDC ネットワークに適用されている場合、ファ
イアウォール ルール イベントをログに記録することができます。 ログに記録することができます。Syslog サーバー設定
の適用に関する詳細は、 「組織 vDC ネットワークへの Syslog サーバー設定の適用 (P. 33)」 を参照してください。現
在の Syslog サーバー設定を表示する方法については、「組織 vDC ネットワークの Syslog サーバー設定の表示 (P. 33)」
を参照してください。

開始する前に

経路指定された組織 vDC ネットワークがあることと、組織 vDC ネットワークのファイアウォールが有効になっているこ
とを確認します。「組織 vDC ネットワークのファイアウォールの構成 (P. 24)」 を参照してください。

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [組織 vDC ネットワーク]  タブで、組織 vDC 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、 [追加]  をクリックします。

4 ルールの名前を入力します。

5 (オプション)  [変換された IP 上のルールに一致]  を選択し、元の IP アドレスではなく変換された IP アドレスに対し
てルールのチェックを行うようにして、このルールを適用するトラフィックの方向を選択します。

6 トラフィックの  [ソース]  を入力します。

オプション 説明

IP アドレス このルールを適用するソース IP アドレスを入力します。

IP アドレスの範囲 このルールを適用するソース IP アドレスの範囲を入力します。

CIDR このルールを適用するトラフィックの CIDR 注釈を入力します。

内部 このルールをすべての内部トラフィックに適用します。

外部 このルールをすべての外部トラフィックに適用します。

任意 このルールを任意のソースからのトラフィックに適用します。

 

7 このルールを適用する  [ソース ポート]  をドロップダウン メニューから選択します。

8 トラフィックの  [ターゲット]  を入力します。

オプション 説明

IP アドレス このルールを適用するターゲット IP アドレスを入力します。

IP アドレスの範囲 このルールを適用するターゲット IP アドレスの範囲を入力します。

CIDR このルールを適用するトラフィックの CIDR 注釈を入力します。

内部 このルールをすべての内部トラフィックに適用します。

外部 このルールをすべての外部トラフィックに適用します。

任意 このルールを任意のターゲットのトラフィックに適用します。

 

9 このルールを適用する  [ターゲット ポート]  をドロップダウン メニューから選択します。
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10 このルールを適用する  [プロトコル]  をドロップダウン メニューから選択します。

11 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。

12 [有効]  チェック ボックスをオンにします。

13 (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。

14 [OK]  をクリックし、もう一度  [OK]  をクリックします。

組織 vDC 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。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。

ファイアウォール ルールを組織 vDC ネットワークに追加すると、ファイアウォール ルール リストの一番下にその新しい
ルールが表示されます。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

経路指定された、2 つ以上のファイアウォール ルールが設定された組織 vDC ネットワークが存在することを確認します。

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [組織 vDC ネットワーク]  タブをクリックし、組織 vDC 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]  タブをクリックします。

4 ファイアウォール ルールをドラッグして、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。

組織 vDC ネットワークの VPN の有効化

組織管理者は、組織 vDC ネットワークの VPN を有効化してから、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 は、同じ組織の組織 vDC ネットワークとリモート ネットワークの間の VPN をサポートします。

開始する前に

以下の項目が存在することを確認します。

n 経路指定されている組織 vDC ネットワーク。

n vShield Manager 5.1

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [組織 vDC ネットワーク]  タブをクリックし、組織 vDC 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 [VPN]  タブをクリックし、 [VPN の有効化]  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。
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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

組織管理者は、同じ組織における 2 つの組織 vDC ネットワーク間に 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は、そのファイアウォールを次の IP プロトコルおよび UDP
ポートを許可するように構成します。

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

以下の項目が存在することを確認します。

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、VPN が有効化されている、2 つ以上の経路指定されてい
る組織 vDC ネットワーク。

n vShield Manager 5.1

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [組織 vDC ネットワーク]  タブをクリックし、組織 vDC 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 [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  [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

組織管理者は、異なる組織における 2 つの組織 vDC 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。

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 各組織における経路指定されている組織 vDC ネットワーク。組織 vDC 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。
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n vShield Manager 5.1

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [組織 vDC ネットワーク]  タブをクリックし、組織 vDC 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 [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

組織管理者は、組織 vDC 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。

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は、次の IP プロトコルおよび UDP ポートを許可するように構
成します。

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

以下の項目が存在することを確認します。

n 経路指定されている組織 vDC 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 5.1

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [クラウド リソース]  -  [ネットワーク] .

3 [組織 vDC ネットワーク]  タブをクリックし、組織 vDC 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。
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4 [VPN]  タブをクリックし、 [追加]  をクリックします。

5 名前と、必要に応じて説明を入力します。

6 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。

7 ピア設定を入力します。

8 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 vDC ネットワークの固定ルーティングの有効化

組織管理者は、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 vDC ネットワークを構成できます。組織 vDC
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 vDC 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

経路指定されている組織 vDC ネットワークが存在することを確認します。

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] .

3 組織 vDC 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 [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 vDC 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、同じ組織 vDC 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 vDC 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、これらのルートに含まれる vApp が実行されている場合にのみ機能します。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、その vApp に固定ルートが含まれている場合、これらの
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

以下の条件を満たしていることを確認します。

n vShield Manager 5.1 がインストールされていること。

n 経路指定されている組織 vDC ネットワークが存在します。

n 固定ルーティングが組織 vDC 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 vDC 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。
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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 vDC 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 [固定ルーティング]  タブをクリックし、 [追加]  をクリックします。

5 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 1 つ目の 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 ネットワークのルーターの外部 IP アドレスです。

6 [このネットワーク内]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

7 [OK]  をクリックします。

8 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 4」から「手順 7」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 vDC
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 3-3.  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。

表 3-4.  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。

異なる組織 vDC 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 vDC 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 vDC 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、これらのルートに含まれる vApp が実行されている場合にのみ機能します。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、その vApp に固定ルートが含まれている場合、これらの
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。
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開始する前に

以下の項目が含まれていることを確認します。

n vShield Manager 5.1

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 vDC ネットワーク。

n 固定ルーティングは、両方の組織 vDC 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 vDC 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]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

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

3 [固定ルーティング]  タブをクリックし、 [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 vDC 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 vDC 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 vDC ネットワークに固定ルートを追加するために、「手順 2」から「手順 8」までを繰り返します。

例: 固定ルーティング例

vApp Network 1 は Org vDC Network 1 に経路指定されています。vApp Network 2 は Org vDC Network 2 に経路
指定されています。組織 vDC 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 vDC ネットワークに関する情報を
使用できます。

表 3-5.  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 vDC Network 1 192.168.0.0/24 10.112.205.101

Org vDC Network 2 192.168.10.0/24 10.112.205.100

Org vDC 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
vDC 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。
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表 3-6.  Org vDC 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 3-7.  Org vDC 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 vDC ネットワークのリセット
組織 vDC 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
どおり機能しない場合は、ネットワークをリセットします。

組織 vDC 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

n 外部の NAT 経由組織 vDC 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。

n 組織管理者権限を持っていることを確認します。

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 組織 vDC ネットワークを右クリックし、 [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。

組織 vDC ネットワークの IP 使用の表示
現在使用中の組織 vDC ネットワーク IP プールから、IP アドレスの一覧を表示できます。

開始する前に

組織管理者であることを確認します。

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

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

組織 vDC ネットワーク IP プールへの IP アドレスの追加
組織 vDC 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。

組織管理者を対象としています。

直接接続する外部組織 vDC ネットワークに IP アドレスを追加することはできません。
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手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 組織 vDC ネットワークを右クリックし、 [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。

組織 vDC 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 vDC ネットワークに NIC が接続されている仮想マシンを含んでいる、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。

開始する前に

組織管理者であることを確認します。

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 組織 vDC ネットワークを右クリックし、 [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 vDC 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 vDC 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 vDC 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ることができます。「組織 vDC ネットワークへの Syslog サー
バー設定の適用 (P. 33)」 を参照してください。同期しても問題が解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせく
ださい。

開始する前に

n 外部の NAT 経由組織 vDC 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]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [組織 vDC ネットワーク]  タブをクリックし、組織 vDC 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 [Syslog サーバー設定]  タブをクリックします。

組織 vDC 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 vDC 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 サーバー設定を指定できるのはシステム管理者のみです。これらの設定は、システム管理者が指定する前に作成さ
れた組織 vDC ネットワークに適用します。Syslog サーバー設定は、システム管理者によって設定変更が行われるたびに
組織 vDC ネットワークに適用します。
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開始する前に

外部の NAT 経由組織 vDC ネットワークが存在することを確認します。

組織管理者を対象としています。

手順

1 [管理]  をクリックし、組織 vDC を選択します。

2 [組織 vDC ネットワーク]  タブをクリックし、組織 vDC ネットワーク名を右クリックし、 [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。

期限切れ項目の管理

vApp または vApp テンプレートの有効期限が切れた場合、更新するか削除するかを決定できます。

期限切れ vApp の管理
有効期限の切れた vApp のリスト表示、削除、または組織へのリストアを実行できます。

組織管理者を対象としています。

vApp のストレージ リースが期限切れになった場合の動作に対する組織ポリシーは、 [期限切れの項目に移動]  に設定さ
れます。「組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の構成 (P. 38)」 を参照してください。

手順

1 [マイ クラウド]  -  [期限切れの項目]  を選択します。

2 [有効期限の切れた vApp]  タブで、有効期限切れの vApp のリストを確認します。

3 vApp を右クリックし、 [削除]  または  [更新]  を選択して、 [はい]  をクリックします。

[削除]  を選択した場合、その vApp はリストから削除されます。 [更新]  を選択した場合、リストアされた vApp が
[vApp]  ページに表示されます。

期限切れの vApp テンプレートの管理
有効期限の切れた vApp テンプレートのリストを表示し、削除したり組織へリストアしたりすることができます。

組織管理者を対象としています。

vApp テンプレートのストレージ リースが期限切れになった場合の動作に対する組織ポリシーは、 [期限切れの項目に移
動]  に設定されます。「組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の構成 (P. 38)」 を参照してください。

手順

1 [マイ クラウド]  -  [期限切れの項目]  を選択します。

2 [有効期限の切れた vApp テンプレート]  タブをクリックします。

3 vApp テンプレートを右クリックし、 [削除]  または  [更新]  を選択して、 [はい]  をクリックします。

[削除]  を選択した場合、その vApp テンプレートはリストから削除されます。 [更新]  を選択した場合、その vApp テン
プレートはカタログにリストアされます。
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組織での作業 4
vCloud Director のほとんどの操作は組織内で行います。システム管理者は組織を作成し、組織管理者を組織に割り当て
ます。

システム管理者が組織の URL を組織管理者にメールで送ることで、組織管理者は組織にログインしてセットアップでき
ます。ホーム ページで組織管理者は  [組織の設定]  リンクをクリックし、リソースを割り当て、組織のさまざまな操作を
管理します。

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. 35)

n 組織のセットアップ (P. 36)

n 組織のプロファイルの確認 (P. 38)

n 電子メール設定の変更 (P. 39)

n 組織のポリシーの変更 (P. 39)

n 組織の仮想マシンに対するデフォルトのドメインの設定 (P. 40)

n 組織での SAML の ID プロバイダの使用の有効化 (P. 40)

n 組織のユーザーおよびグループの管理 (P. 41)

n 組織のリソースの管理 (P. 41)

n 組織の仮想マシンの管理 (P. 42)

n 組織のログ タスクおよびイベントの表示 (P. 42)

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。
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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. 38)」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. 13)」を参照してください。

組織のセットアップ

システム管理者から組織の URL を受け取ったら、セットアップする必要があります。vCloud Director の  [ホーム]  ペー
ジで  [この組織をセットアップ]  をクリックします。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 組織の完全な名前の変更 (P. 36)

組織の完全な名前を変更できます。この名前は、ユーザーのログイン時に Cloud Director アプリケーションのヘッ
ダーに表示されます。

2 ユーザーおよびグループのインポート (P. 36)

LDAP または SAML サーバーからユーザーとグループを組織に追加し、組織内のロールを割り当てることができま
す。

3 組織へのローカル ユーザーの追加 (P. 37)

LDAP および SAML 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 つのローカルの組織管理者アカウントを持っている必要があります。

4 電子メール環境設定の構成 (P. 37)

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。

5 組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の構成 (P. 38)

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。

組織の完全な名前の変更

組織の完全な名前を変更できます。この名前は、ユーザーのログイン時に Cloud Director アプリケーションのヘッダー
に表示されます。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 [この組織の名前の設定]  ページの  [組織の完全な名前]  に、新しい完全な名前を入力します。

2 (オプション) 組織の説明を入力します。

3 [次へ]  をクリックします。

ユーザーおよびグループのインポート

LDAP または SAML サーバーからユーザーとグループを組織に追加し、組織内のロールを割り当てることができます。

開始する前に

LDAP または SAML サーバーへの有効な接続が組織にあることを確認します。
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手順

1 [ [インポート] ]をクリックします。

2 インポート元のサーバーのタイプを選択します。

3 ユーザーまたはグループの完全な名前または名前の一部を入力し、 [検索]  をクリックします。

4 インポートするユーザーまたはグループを選択し、 [追加]  をクリックします。

5 ユーザーまたはグループのロールを選択し、 [OK]  をクリックします。

6 [次へ]  をクリックします。

組織へのローカル ユーザーの追加
LDAP および SAML 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。

6 [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。
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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. 35)」 を参照してください。

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。

組織のプロファイルの確認

組織のプロファイルの一部の情報を確認して変更できます。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [設定]  -  [全般]  を選択します。

3 以下の操作を実行できます。

n 組織のデフォルトの URL を確認する。

n 組織の完全な名前を変更する。

n 説明を入力する。

4 [適用]  をクリックします。
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電子メール設定の変更

システム管理者が組織を作成したときに設定した電子メールのデフォルト設定は、確認して変更することができます。

組織管理者を対象としています。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [設定]  -  [電子メール]  を選択します。

3 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。

 

4 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。

 

5 (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。

6 [適用]  をクリックします。

組織のポリシーの変更

システム管理者が組織を作成したときに設定されたデフォルトのポリシーを確認および変更できます。

組織管理者を対象としています。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [設定]  -  [ポリシー]  を選択します。

3 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。

4 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。
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5 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。

6 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。

7 (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。

8 [適用]  をクリックします。

組織の仮想マシンに対するデフォルトのドメインの設定

組織で作成された仮想マシンが参加できるデフォルトのドメインを設定することができます。仮想マシンは、デフォルト

のドメインとして指定しているかどうかにかかわらず、認証情報を持っているドメインへ常に参加できます。

組織管理者を対象としています。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [設定]  -  [ゲストのカスタマイズ]  を選択します。

3 [この組織の仮想マシンのドメインへの参加を有効化する]  を選択します。

4 ドメイン名、ドメイン ユーザー名、およびドメイン パスワードを入力します。

これらの認証情報は、ドメイン管理者ではなく、通常のドメイン ユーザーに適用されます。

5 [適用]  をクリックします。

組織での SAML の ID プロバイダの使用の有効化
SAML の ID プロバイダからユーザーおよびグループをインポートし、インポートされたユーザーが SAML の ID プロバ
イダで設定した認証情報を使用して組織にサインオンできるようにするには、組織での SAML の ID プロバイダ (Single
Sign-On とも呼ばれる) の使用を有効化します。

開始する前に

n システム管理者または組織管理者としてログインしていることを確認します。

n OpenAM または Active Directory 連携サービス SAML の ID プロバイダへのアクセス権限を持っていることを確
認します。

n SAML の ID プロバイダからの次のメタデータを使用して XML ファイルを作成します。

n Single Sign-On サービスの場所

n シングル ログアウト サービスの場所

n サービスの X.509 証明書の場所

構成方法および OpenAM または Active Directory 連携サービス SAML プロバイダからのメタデータの取得方法に
ついては、SAML プロバイダのドキュメントを参照してください。

手順

1 [管理]  をクリックします。
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2 左側のペインで、 [設定]  -  [連携] .

3 [SAML の ID プロバイダを使用する]  を選択します。

4 SAMLプロバイダのメタデータ XML をテキスト ボックスにコピーして貼り付けるか、 [参照]  をクリックしてメタ
データ XML ファイルをアップロードします。

5 [適用]  をクリックします。

次に進む前に

n vCloud Director メタデータを使用して SAML プロバイダを構成します。SAML プロバイダのドキュメントおよび
『vCloud Director Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

n 次の属性のマッピングを持ったトークンを提供するよう SAML プロバイダを構成します。

n email address = "EmailAddress"

n user name = "UserName"

n full name = "FullName"

n user's groups = "Groups"

n SAML プロバイダからユーザーおよびグループをインポートします。「LDAP ユーザーのインポート (P. 16)」 およ
び 「グループのインポート (P. 18)」 を参照してください。

組織のユーザーおよびグループの管理

組織内のユーザーとグループのロールと権限を管理できます。

組織管理者を対象としています。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [メンバー]  -  [ユーザー]  または  [メンバー]  -  [グループ]  を選択します。

プロパティまたはロールを変更できます。

3 ユーザーまたはグループを右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

4 必要な変更を行い、 [OK]  をクリックします。

ユーザーまたはグループの設定が更新されます。第 2 章「ユーザーとグループの管理 (P. 15)」 も参照してください。

組織のリソースの管理

組織に追加するリソースを監視し、管理する必要があります。

組織管理者を対象としています。

手順

1 [管理]  をクリックします。

2 左側のペインの  [クラウド リソース]  の下で、 [仮想データセンター]  を選択します。

組織の vDC が右側のペインに表示されます。第 3 章「クラウド リソースの管理 (P. 21)」

第 4 章 組織での作業

VMware, Inc.  41



組織の仮想マシンの管理

組織の仮想マシンを管理できます。仮想マシンは、仮想マシンのコンソール レベルで、vCloud Director の操作へのアク
セスを提供します。

組織管理者を対象としています。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで  [仮想マシン]  を選択します。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 各タブで、関連するプロパティを変更し、 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

仮想マシンの管理に関する詳細は、第 9 章「仮想マシンの操作 (P. 87)」 を参照してください。

組織のログ タスクおよびイベントの表示
組織内のタスクおよびイベントを表示して、vCloud Directory アクティビティを監視および監査できます。

vCloud Director タスクは実行時間の長い処理であり、そのステータスはタスクが進行するにつれて変化します。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 1 回だけ発生するもので、vCloud Director オブジェクトの操作の重要な部分や重大な状態
の変化を示します。また、vCloud Director 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
したか失敗したかも記録します。

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。失敗したイベントとビュー イベントがユーザーごとに一覧
表示されます。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 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、組織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。

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。

組織のタスクの表示

組織内のタスクを表示できます。これは、より効率的に監視してトラブルシューティングするのに役立ちます。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで  [ログ]  をクリックします。
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3 [タスク]  タブで組織内のタスクを実行できます。

4 タスクを選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

5 情報を確認して  [OK]  をクリックします。

次に進む前に

失敗したタスクをトラブルシューティングする場合は、システム管理者に連絡してください。
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カタログの操作 5
カタログとは、組織内の vApp テンプレートおよびメディア ファイルのコンテナです。組織管理者およびカタログ作成者
は組織内でカタログを作成できます。カタログ コンテンツは、組織の他のユーザーと共有でき、また、vCloud Director
インストール環境のすべての組織に発行することもできます。

vCloud Director には、組織カタログおよび公開カタログという 2 つのカタログ タイプがあります。組織カタログには、
組織の他のユーザーと共有できる vApp テンプレートおよびメディア ファイルが含まれます。システム管理者が組織に対
してカタログ発行を有効化すると、組織カタログを発行して公開カタログを作成することができるようになります。vCloud
Director インストール環境の組織からの組織管理者は、公開カタログの vApp テンプレートとメディア ファイルを表示
し、これらのファイルを組織のカタログにコピーして、組織の他のメンバーが使用できるようにすることができます。

vApp テンプレートをカタログに追加するには、2 とおりの方法があります。OVF パッケージは、カタログに直接アップ
ロードすることができます。また、vApp は、vApp テンプレートとして保存することができます。詳細については、
「vApp テンプレートとしての OVF パッケージのアップロード (P. 57)」 および「vApp の vApp テンプレートとして
の保存 (P. 59)」 を参照してください。メディア ファイルは、カタログに直接アップロードすることができます。「メ
ディア ファイルのアップロード (P. 51)」 を参照してください。

組織のメンバーは、所有または共有の vApp テンプレートおよびメディア ファイルにアクセスできます。組織管理者とシ
ステム管理者は、組織内の全ユーザーとカタログを共有したり、組織内の特定のユーザーおよびグループとカタログを共

有したりすることができます。「カタログの共有 (P. 47)」 を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n 新規カタログの追加 (P. 45)

n カタログへのアクセス (P. 46)

n カタログを発行 (P. 46)

n カタログの共有 (P. 47)

n カタログの所有者の変更 (P. 47)

n カタログの削除 (P. 48)

n カタログのプロパティの変更 (P. 48)

n カタログとその内容について (P. 48)

n 発行されたカタログでの作業 (P. 49)

新規カタログの追加

vApp テンプレートとメディア ファイルをグループ化するには、カタログを作成します。

少なくともカタログ作成者である必要があります。
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手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 [カタログ]  タブで  [カタログを追加]  ボタンをクリックします。

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 (オプション) 組織のメンバーとカタログを共有するには、 [メンバーを追加]  をクリックして、ユーザーとグループ
およびアクセス レベルを選択し、 [OK]  をクリックした後、 [次へ]  をクリックします。

5 カタログ公開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公開しない このカタログは、vCloud Director インストール環境におけるその他の組織に対して
表示可能または使用可能になりません。

すべての組織に公開 このカタログは、vCloud Director インストール環境におけるその他のすべての組織
に対して表示可能になります。必要な権限を持つユーザー (デフォルトでは組織管理
者) は、カタログ項目を表示し、ローカルの組織のカタログにコピーできます。

 

注意   このオプションは、組織の設定によって無効になっていることがあります。

6 概要を確認し、 [完了]  をクリックします。

カタログへのアクセス

組織でのロールに基づいて、組織内のカタログや他の組織が公開した公開カタログにアクセスできます。

n 公開カタログにアクセスするには、組織の管理者である必要があります。

n 組織内のカタログにアクセスするには、少なくとも vApp 作成者である必要があります。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 左側のペインで、カタログのオプションを 1 つクリックします。

n [マイ組織のカタログ]

n [公開カタログ]

3 右側のペインでカタログを選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

カタログを発行

カタログを公開すると、vCloud Director のすべての組織がこのカタログを閲覧できます。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

開始する前に

システム管理者によって、カタログ公開が組織に対して有効化されている必要があります。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 カタログを選択し、右クリックして  [設定の発行]  を選択します。

3 [公開]  タブで  [すべての組織に発行]  を選択します。

4 [OK] をクリックします。

カタログがすべての組織内の組織管理者に利用可能になります。
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カタログの共有

カタログを共有すると、そのコンテンツを組織のユーザーが使用できるようになります。適切な権限とアクセス レベルが
割り当てられているユーザーは、共有カタログから vApp テンプレートとメディアを使用し、独自の vApp を作成できま
す。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 カタログを選択して右クリックし、 [共有]  を選択します。

3 [メンバーを追加]  をクリックします。

4 カタログを共有する対象のユーザーとグループを選択します。

オプション 操作

組織の全員 全員とカタログを共有するには、このオプションを選択します。

特定のユーザーとグループ このオプションを選択し、特定のユーザーとグループをクリックした後、 [追加]  を
クリックします。

 

5 アクセス レベルを選択し、 [OK]  をクリックします。

オプション サポートされる操作

読み取り専用 開く、マイ クラウドへの追加、ダウンロード、カタログにコピー

読み取り/書き込み 開く、マイ クラウドへの追加、ダウンロード、カタログにコピー、発行、カタログに
移動、削除

完全コントロール 開く、マイ クラウドへの追加、ダウンロード、カタログにコピー、発行、カタログに
移動、削除、共有

 
カタログおよびそのコンテンツでユーザーが実行できる実際の操作は、そのユーザーの権限とカタログに対するアク

セス レベルの組み合わせによって異なります。完全コントロールのアクセス レベルでカタログを共有することによっ
て、ユーザーが持っていない権限が付与されるわけではありません。

6 [OK]  をクリックします。

カタログの所有者の変更

カタログの所有者は変更することができます。カタログを所有するユーザーを削除する前に、所有者の変更またはカタロ

グの削除を行う必要があります。

組織管理者を対象としています。

手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 [カタログ]  タブでカタログを右クリックし、 [所有者の変更]  を選択します。

3 リストからユーザーを選択するか、または検索します。

ユーザーは、完全な名前またはユーザー名を条件にして検索できます。

4 [OK]  をクリックします。
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カタログの削除

組織からカタログを削除できます。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

開始する前に

カタログには、vApp テンプレートやメディア ファイルが含まれていないようにする必要があります。これらの項目は、
別のカタログに移動するか、削除することができます。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 左側のペインで、 [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

3 カタログを選択して右クリックし、 [削除]  を選択します。

4 [はい]  をクリックします。

空のカタログは、組織から削除されます。

カタログのプロパティの変更

カタログのプロパティを確認および変更できます。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 左側のペインで、 [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

3 カタログを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

4 [全般]  タブ、 [共有]  タブ、および  [公開]  タブのプロパティを確認します。

5 関連するプロパティを変更し、 [OK]  をクリックします。

カタログのプロパティが更新されます。

カタログとその内容について

カタログは、組織内のカタログのリスト、vApp テンプレート、およびメディア ファイルで構成されます。

メニュー バーで  [カタログ]  ボタンをクリックすると、次のタブが表示されます。

n [カタログ]

n [vApp テンプレート]

n [メディア]

組織管理者は、左側のペインにある公開されたカタログにアクセスできます。
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カタログでの vApp テンプレートの使用
組織内のカタログにある vApp テンプレートにアクセスできます。また組織管理者は、公開されたカタログから vApp テ
ンプレートにアクセスできます。

組織内のカタログにある vApp テンプレートにアクセスするには、左側のペインで、 [マイ組織のカタログ]  をクリック
し、 [vApp テンプレート]  タブをクリックします。vApp テンプレートを選択して右クリックし、実行できる操作を表示
します。

カタログでのメディア ファイルの使用
組織内のカタログにあるメディア ファイルにアクセスできます。また組織管理者は、発行されたカタログにあるメディ
ア ファイルにアクセスできます。

組織内のカタログにあるメディア ファイルにアクセスするには、左側のペインで、 [マイ組織のカタログ]  をクリック
し、 [メディア]  タブをクリックします。メディア ファイルを選択して右クリックし、実行できる操作を表示します。

発行されたカタログでの作業

組織管理者は、発行されたカタログにアクセスし、その vApp テンプレートとメディア ファイルを組織のカタログにコ
ピーすることができます。その後、組織の他のメンバーが vApp テンプレートとメディア ファイルを使用できるように、
組織カタログを共有することができます。

公開カタログからの vApp テンプレートへのアクセス
公開カタログから vApp テンプレートにアクセスし、そのテンプレートをカタログにコピーできます。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 左側のペインで、 [公開カタログ]  をクリックします。

3 [vApp テンプレート]  タブで、vApp テンプレートを選択して右クリックし、操作を選択します。

n [開く]

n [マイ クラウドへの追加]

n [ダウンロード]

n [カタログにコピー]

n [プロパティ]

vApp テンプレートをカタログにコピーするまでは、プロパティを変更できません。 [マイ クラウドへの追加]  を選
択すると、vApp テンプレートが保存され、vApp として追加されます。

4 [OK]  をクリックします。

選択した vApp テンプレートは、組織内の指定したカタログに追加されます。

公開カタログからのメディア ファイルへのアクセス
公開カタログからメディア ファイルにアクセスし、そのファイルを組織に追加できます。

ユーザーは組織の管理者です。

手順

1 [カタログ] をクリックします。
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2 左側のペインで、 [公開カタログ]  をクリックします。

メディア ファイルは、クラウド vApp と同じ vDC に存在する場合に使用できます。

3 [メディア]  タブでメディア ファイルを選択して右クリックし、 [カタログにコピー]  を選択します。

4 [OK]  をクリックします。

メディア ファイルがカタログにコピーされます。

次に進む前に

メディア ファイルを選択してから、組織内の別のカタログへの移動、削除、またはプロパティの変更などのさまざまな操
作を実行できます。
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メディア ファイルの操作 6
カタログを使用して、メディア ファイルのアップロード、コピー、移動、プロパティの編集ができます。

この章では次のトピックについて説明します。

n メディア ファイルのアップロード (P. 51)

n メディア ファイルのアップロードの再開 (P. 52)

n カタログへのメディア ファイルのコピー (P. 52)

n メディア ファイルの別のカタログへの移動 (P. 52)

n メディア ファイルの削除 (P. 53)

n メディア ファイル プロパティの変更 (P. 53)

メディア ファイルのアップロード
メディア ファイルはカタログにアップロードすることができます。カタログへのアクセス権を持つユーザーは、メディ
ア ファイルを使用して、仮想マシンにアプリケーションをインストールできます。

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。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

手順

1 [カタログ]  -  [組織のカタログ]  を選択します。

2 [メディア]  タブで、 [アップロード]  をクリックします。

3 メディア ファイルへのパスを入力するか、 [参照]  をクリックしてファイルを探し、 [アップロード]  をクリックしま
す。

4 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。

この名前が vCloud Director に表示されます。

5 ターゲットとなる vDC、ストレージ プロファイル、およびカタログを選択します。

6 [アップロード]  をクリックします。

メディア ファイルが、指定した場所にアップロードされます。 [アップロードおよびダウンロードの進行状況ウィンドウ
を起動]  をクリックすると、進行状況を追跡できます。
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メディア ファイルのアップロードの再開
メディア ファイルのアップロードを一時停止、キャンセル、または中断した場合、再開できます。

n 少なくともカタログ作成者である必要があります。

n vCloud Director をログアウトしてログインすると、転送履歴は失われます。アップロードを再開することはできま
せん。

n 保留中の転送セッションのデフォルトのタイムアウトは 1 時間です。この値は変更できます。

n 転送の保留中または停止中、セッションは有効なままで、15 分ごとにハートビート キックを行います。タスクの一
時停止中にセッションがタイムアウトしないようにするには、セッションのタイムアウトの値を 15 分より長くして
ください。

開始する前に

メディア ファイルのアップロードまたはダウンロードを開始している必要があります。

手順

1 [アップロードおよびダウンロードの進行状況ウィンドウを起動]  で  [一時停止]  または  [キャンセル]  をクリックし
ます。

ステータスが進行状況ウィンドウで  [停止]  に変更され、 [メディア ファイル]  ページで  [待機中]  に変更されます。

2 [アップロードおよびダウンロードの進行状況ウィンドウを起動]  で  [再開]  をクリックします。

アップロードまたはダウンロードのプロセスが再開されます。

3 [アップロードおよびダウンロードの進行状況ウィンドウを起動]  で進行状況を監視します。

カタログへのメディア ファイルのコピー
メディア ファイルを別のカタログにコピーできます。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

開始する前に

複数の vDC にアクセスできる必要があります。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 [メディア]  タブで、メディア ファイルを選択して右クリックし、 [カタログにコピー]  を選択します。

3 名前と説明を入力します。

4 コピー先のカタログと vDC を選択します。

5 [OK]  をクリックします。

選択したカタログにメディア ファイルがコピーおよび保存されます。

メディア ファイルの別のカタログへの移動
メディア ファイルを組織内の別のカタログに移動できます。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

開始する前に

複数のカタログおよび vDC にアクセスできる必要があります。
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手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 [メディア]  タブでメディア ファイルを選択し、右クリックして  [カタログに移動]  を選択します。

3 カタログおよび vDC を選択します。

選択するカタログは組織内にある必要があります。

4 [OK]  をクリックします。

メディア ファイルが選択したカタログに移動します。

メディア ファイルの削除
メディア ファイルをカタログから削除できます。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 [メディア]  タブでメディア ファイルを選択し、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。

メディア ファイルが削除されます。

メディア ファイル プロパティの変更
メディア ファイルの一部のプロパティを確認および変更できます。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 [メディア]  タブで、メディア ファイルを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 名前または説明を変更します。

4 [OK]  をクリックします。
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vApp テンプレートの操作 7
vApp テンプレートとは、オペレーティング システム、アプリケーション、およびデータと共に読み込まれる仮想マシン
のイメージです。これらのテンプレートにより、組織全体で仮想マシンの構成に一貫性を持たせることができます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vApp テンプレートを開く (P. 55)

n マイ クラウドへの vApp テンプレートの追加 (P. 56)

n vApp テンプレートのダウンロード (P. 56)

n vApp テンプレートとしての OVF パッケージのアップロード (P. 57)

n vApp テンプレートのアップロードの再開 (P. 57)

n 公開カタログから組織カタログへの vApp テンプレートのコピー (P. 58)

n 組織のカタログ間での vApp テンプレートのコピー (P. 58)

n 組織のカタログ間での vApp テンプレートの移動 (P. 59)

n vApp テンプレートの削除 (P. 59)

n vApp の vApp テンプレートとしての保存 (P. 59)

n vApp テンプレートのプロパティの変更 (P. 60)

vApp テンプレートを開く
vApp テンプレートを開き、そのテンプレートに含まれる仮想マシンに関する情報を確認できます。

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 左側のペインで、カタログのオプションを 1 つクリックします。

n [マイ組織のカタログ]

n [公開カタログ]

組織内のカタログにある vApp テンプレートを開くことができ、組織管理者であれば、公開カタログから vApp テ
ンプレートを開くこともできます。

3 [vApp テンプレート]  タブで vApp テンプレートを選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。
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マイ クラウドへの vApp テンプレートの追加
vApp テンプレートは vApp として自分のカタログから  [マイ クラウド]  に追加できます。

少なくとも vApp 作成者である必要があります。

仮想マシンをカスタマイズするための OVF プロパティを含む OVF ファイルに vApp テンプレートが基づいている場合、
これらのプロパティは vApp に渡されます。プロパティがユーザー構成可能な場合は、値を指定できます。

開始する前に

vApp テンプレートは、公開されたカタログまたはローカルで共有されるカタログで使用できます。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 左側のペインで、カタログのオプションを 1 つクリックします。

n [マイ組織のカタログ]

n [公開カタログ]

組織の共有カタログにある vApp テンプレートにアクセスできます。また、組織管理者の場合は、公開カタログか
ら vApp テンプレートにアクセスすることもできます。

3 [vApp テンプレート]  タブで vApp テンプレートを選択し、右クリックして  [マイ クラウドへの追加]  を選択します。

4 vApp の名前と、必要に応じて説明を入力します。

5 ランタイムおよびストレージ リースを選択し、 [次へ]  をクリックします。

6 仮想データセンターを選択し、vApp の仮想マシンを構成して、 [次へ]  をクリックします。

7 カスタム プロパティを構成し (該当する場合)、 [次へ]  をクリックします。

8 vApp のネットワーク オプションを構成し、 [次へ]  をクリックします。

9 vApp の概要情報を確認し、 [完了]  をクリックします。

vCloud Director によって、 [マイ クラウド]  -  [vApp]  ページに vApp が作成されます。

vApp テンプレートのダウンロード
vApp テンプレートはカタログから OVF ファイルとしてローカルでダウンロードできます。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

開始する前に

ダウンロード元のコンピュータには、Java Plug-in 1.6.0_10 以降がインストールされている必要があります。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 左側のペインで、カタログのオプションを 1 つクリックします。

n [マイ組織のカタログ]

n [公開カタログ]

組織のカタログにある vApp テンプレートをダウンロードでき、組織管理者であれば、公開カタログから vApp テ
ンプレートをダウンロードすることもできます。

3 [vApp テンプレート]  タブで vApp テンプレートを選択し、右クリックして  [ダウンロード]  を選択します。

vCloud Director ユーザー ガイド

56  VMware, Inc.



4 OVF ファイルを保存するローカル フォルダに移動し、 [保存]  をクリックします。

[マイ組織のカタログ]  の  [アップロードおよびダウンロードの進行状況ウィンドウを起動]  ボタンをクリックする
と、進行状況を追跡できます。

vApp テンプレートとしての OVF パッケージのアップロード
OVF パッケージは、リモート共有とローカル ディレクトリから vCloud Director に、vApp テンプレートとしてアップ
ロードできます。

少なくともカタログ作成者である必要があります。

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。仮想マシンをカ
スタマイズするための OVF プロパティを含む OVF ファイルをアップロードする場合、これらのプロパティは vApp テン
プレートに保存されます。

開始する前に

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

n OVF の作成に関する詳細は、『OVF Tool ユーザー ガイド』 および 『VMware vCenter Converter 4.0.1 ユーザー
ガイド』 を参照してください。

n vCloud Director では、圧縮された OVF ファイルのアップロードはサポートされません。

手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 [vApp テンプレート]  タブで  [アップロード]  ボタンをクリックします。

3 アップロードする OVF ファイルの名前とパスを入力するか、 [参照]  をクリックして OVF ファイルを選択し、 [アッ
プロード]  をクリックします。

4 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。

5 アップロード先の vDC およびカタログを選択します。

6 [アップロード]  をクリックします。

[アップロードおよびダウンロードの進行状況ウィンドウを起動]  ボタンをクリックすると、進行状況を追跡できます。

次に進む前に

vApp 内の各仮想マシンに VMware Tools がインストールされていることを確認します。「vApp に VMware Tools を
インストールする (P. 100)」 を参照してください。

vApp テンプレートのアップロードの再開
アップロードのプロセスを中断、一時停止、またはキャンセルした場合、再開できます。

n 少なくともカタログ作成者である必要があります。

n vCloud Director をログアウトしてログインすると、転送履歴は失われます。アップロードを再開することはできま
せん。

n 保留中の転送セッションのデフォルトのタイムアウトは 1 時間です。この値は最大 1 時間に設定できます。

n 転送の保留中または停止中、セッションは有効なままで、15 分ごとにハートビート キックを行います。タスクの一
時停止中にセッションがタイムアウトしないようにするには、セッションのタイムアウトの値を 15 分より長くして
ください。

開始する前に

vApp テンプレートのアップロードまたはダウンロードを開始している必要があります。
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手順

1 [アップロードおよびダウンロードの進行状況ウィンドウを起動]  で、 [一時停止]  または  [キャンセル]  をクリック
します。

ステータスが進行状況ウィンドウで  [停止]  に変更され、 [vApp テンプレート]  ページで  [待機中]  に変更されます。

2 [アップロードおよびダウンロードの進行状況ウィンドウを起動]  で、 [再開]  をクリックします。

アップロードまたはダウンロードのプロセスが再開されます。

3 [アップロードおよびダウンロードの進行状況ウィンドウを起動]  で、進行状況を監視します。

公開カタログから組織カタログへの vApp テンプレートのコピー
vApp テンプレートは、公開カタログから組織カタログにコピーし、組織内のユーザーに対して使用可能にすることがで
きます。

vApp 作成者または組織管理者を対象としています。

開始する前に

1 つのカタログと vDC が必要です。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 左側のペインで、 [公開カタログ]  をクリックします。

3 [vApp テンプレート]  タブで vApp テンプレートを選択し、右クリックして  [カタログにコピー]  を選択します。

4 vApp の名前と、必要に応じて説明を入力します。

5 ターゲット カタログと vDC を選択します。

組織のユーザーがテンプレートにアクセスできるようにするために、共有カタログを選択します。

6 [OK]  をクリックします。

vCloud Director によって、vApp テンプレートが組織カタログにコピーされます。vApp は、 [マイ組織のカタログ]  の
[vApp テンプレート]  タブに表示されます。

組織のカタログ間での vApp テンプレートのコピー
同じ組織内の特定のカタログから別のカタログに、vApp テンプレートをコピーできます。この機能は、カタログを他の
ユーザーと共有しており、ユーザーの両グループが vApp テンプレートにアクセスできるようにする場合に便利です。

組織管理者、カタログ作成者、または vApp 作成者を対象としています。

開始する前に

2 つ以上のカタログと、使用可能な領域のある vDC にアクセスできる必要があります。

手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 [vApp テンプレート]  タブで vApp テンプレートを右クリックし、 [カタログにコピー]  を選択します。

3 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。

4 ターゲット カタログと vDC を選択します。

公開されたカタログを選択した場合、vCloud Director インストール環境内のすべての組織に対して vApp テンプ
レートが使用可能になります。
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5 [OK]  をクリックします。

組織のカタログ間での vApp テンプレートの移動
同じ組織内の特定のカタログから別のカタログに、vApp テンプレートを移動できます。この機能は、公開されたカタロ
グから未公開のカタログまたはその逆の方向にテンプレートを移動させる場合に便利です。

組織管理者またはカタログ作成者を対象としています。

開始する前に

2 つ以上のカタログと、使用可能な領域のある vDC にアクセスできる必要があります。

手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 [vApp テンプレート]  タブで vApp テンプレートを右クリックし、 [カタログに移動]  を選択します。

3 ターゲット カタログと vDC を選択します。

公開されたカタログを選択した場合、vCloud Director インストール環境内のすべての組織に対して vApp テンプ
レートが使用可能になります。

4 [OK]  をクリックします。

vCloud Director によって、ソース vApp テンプレートがターゲット カタログにコピーされ、ソース vApp テンプレー
トが削除されます。

vApp テンプレートの削除
組織カタログから vApp テンプレートを削除できます。カタログが公開されている場合は、vApp テンプレートも  [公開
カタログ]  から削除されます。

少なくとも vApp 作成者である必要があります。

手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 [vApp テンプレート]  タブで、vApp テンプレートを選択して右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

選択された vApp が削除されます。

vApp の vApp テンプレートとしての保存
vApp は、vApp テンプレートとしてカタログに保存することができます。

少なくとも vApp 作成者である必要があります。

開始する前に

n 組織には、1 つのカタログと、使用可能な領域のある vDC が必要です。

n vApp は停止している必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を右クリックして  [カタログに追加]  を選択します。
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4 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。

5 vDC、カタログ、およびストレージ リースを選択します。

6 vApp 作成オプションを選択します。

このオプションは、このテンプレートに基づいて vApp を作成する場合に適用されます。このテンプレートから個々
の仮想マシンを使用して vApp を構築する場合には、このオプションは無視されます。

オプション 説明

[同一のコピーを作成] この vApp テンプレートから作成された vApp は、この vApp テンプレートのゲス
ト OS 設定に従う必要があります。このオプションを選択した場合、ゲストのカスタ
マイズが有効化され、ゲスト OS がカスタマイズされます。

[仮想マシン設定をカスタマイズ] ゲスト OS は vApp テンプレートの設定に関係なくカスタマイズされ、ゲスト OS
は vApp がデプロイされたときにカスタマイズされます。このオプションを選択する
場合は、VMware Tools のサポート対象バージョンが vApp のすべての仮想マシン
にインストールされている必要があります。

 

7 [OK]  をクリックします。

vApp が vApp テンプレートとして保存され、ターゲットとなるカタログに表示されます。

vApp テンプレートのプロパティの変更
vApp テンプレートの一部の基本プロパティは変更することができます。vApp テンプレートの詳細を変更するには、 [マ
イ クラウド]  に追加して変更を行った後、新規 vApp テンプレートとしてカタログに追加し直します。

組織管理者を対象としています。

手順

1 [カタログ]  -  [マイ組織のカタログ]  をクリックします。

2 [vApp テンプレート]  タブで vApp テンプレートを右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [全般]  タブで、vApp テンプレートの名前と説明を変更します。

4 vApp 作成オプションを選択します。

このオプションは、このテンプレートに基づいて vApp を作成する場合に適用されます。このテンプレートから個々
の仮想マシンを使用して vApp を構築する場合には、このオプションは無視されます。

オプション 説明

[同一のコピーを作成] この vApp テンプレートから作成された vApp は、この vApp テンプレートのゲス
ト OS 設定に従う必要があります。このオプションを選択した場合、ゲストのカスタ
マイズが有効化され、ゲスト OS がカスタマイズされます。

[仮想マシン設定をカスタマイズ] ゲスト OS は vApp テンプレートの設定に関係なくカスタマイズされ、ゲスト OS
は vApp がデプロイされたときにカスタマイズされます。このオプションを選択する
場合は、VMware Tools のサポート対象バージョンが vApp のすべての仮想マシン
にインストールされている必要があります。

 

5 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 テンプレートをゴールド マスター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。

6 vApp テンプレートのストレージ リースをリセットするには、 [リースをリセット]  チェック ボックスをオンにし、
新規ストレージ リースを選択します。

7 [OK]  をクリックします。
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vApp の操作 8
vApp は、ネットワークを介して通信し、デプロイされた環境でリソースとサービスを使用する 1 つ以上の仮想マシンに
よって構成されます。vApp には複数の仮想マシンを含めることができます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vApp テンプレートからの vApp の作成 (P. 62)

n 新規 vApp の作成 (P. 62)

n 仮想マシンの vApp としてのインポート (P. 64)

n vApp 配置エンジンについて (P. 64)

n vApp のコピー (P. 65)

n vApp の開始 (P. 66)

n 古いバージョンの VMware Tools がある場合の vApp の開始 (P. 66)

n vApp の停止 (P. 66)

n vApp の一時停止 (P. 67)

n vApp のサスペンド状態の破棄 (P. 67)

n vApp または仮想マシンのリセット (P. 67)

n vApp 仮想マシンの表示 (P. 67)

n 仮想マシンの vApp への追加 (P. 68)

n vSphere から vApp への仮想マシンのインポート (P. 68)

n vApp からの仮想マシンの削除 (P. 69)

n vApp の開始と停止オプションの設定 (P. 69)

n vApp でのネットワークの作業 (P. 70)

n vApp のプロパティの編集 (P. 81)

n vApp 図の表示 (P. 83)

n vApp の所有者の変更 (P. 83)

n vApp の仮想ハードウェア バージョンのアップグレード (P. 84)

n vApp の vApp テンプレートとしてのカタログへの保存 (P. 84)

n vApp のスナップショットの作成 (P. 85)

n vApp をスナップショットに戻す (P. 85)
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n vApp のスナップショットの削除 (P. 85)

n 別の vDC への vApp のコピー (P. 86)

n vApp の別の vDC への移動 (P. 86)

n vApp を削除 (P. 86)

vApp テンプレートからの vApp の作成
アクセスできるカタログ内に保存されている vApp テンプレートに基づいて、新規 vApp を作成できます。

n 公開カタログ内の vApp テンプレートには、組織管理者または vApp 作成者のみがアクセスできます。

n vApp ユーザー以上の権限を持っている場合、共有されている組織カタログ内の vApp テンプレートにアクセスでき
ます。

仮想マシンをカスタマイズするための OVF プロパティを含む OVF ファイルに vApp テンプレートが基づいている場合、
これらのプロパティは vApp に渡されます。プロパティがユーザー構成可能な場合は、値を指定できます。

手順

1 [マイ クラウド]  -  [vApp]  をクリックします。

2 [カタログからの vApp を追加]  ボタンをクリックします。

3 ドロップダウン メニューから  [マイ組織のカタログ]  または  [公開カタログ]  を選択します。

4 vApp テンプレートを選択し、 [次へ]  をクリックします。

5 vApp の名前と、必要に応じて説明を入力します。

6 ランタイムおよびストレージ リースを選択し、 [次へ]  をクリックします。

7 仮想データセンターを選択し、vApp の仮想マシンを構成して、 [次へ]  をクリックします。

8 カスタム プロパティを構成し (該当する場合)、 [次へ]  をクリックします。

9 vApp のネットワーク オプションを構成し、 [次へ]  をクリックします。

10 vApp の概要情報を確認し、 [完了]  をクリックします。

vCloud Director によって、 [マイ クラウド]  に vApp が作成されます。

新規 vApp の作成
vApp テンプレートに基づいて vApp を作成しない場合は、vApp テンプレートの仮想マシン、新規仮想マシン、または
両方の組み合わせを使用して新規 vApp を作成できます。

少なくとも vApp 作成者である必要があります。

手順

1 vApp プロファイルの作成 (P. 63)

新規 vApp を作成する場合は、いくつかの基本情報を指定する必要があります。

2 特定の vApp への仮想マシンの追加 (P. 63)

特定の vApp へは、カタログ内で検索した仮想マシンまたは新規でブランクの仮想マシンを追加することができま
す。

3 仮想マシンの構成 (P. 63)

この vApp が格納されており、開始時に実行される仮想データセンター (vDC) を選択します。各仮想マシンの名前
を指定し、接続させる対象のネットワークを選択します。ウィザードを完了した後、仮想マシンの追加プロパティ

を構成することができます。
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4 ネットワークの構成 (P. 63)

vApp、vApp の仮想マシン、および vApp のネットワークから組織のネットワークへの接続方法を決定できます。

vApp プロファイルの作成
新規 vApp を作成する場合は、いくつかの基本情報を指定する必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで  [vApp]  をクリックし、 [新規 vApp を構築]  ボタンをクリックします。

3 名前と、必要に応じて説明を入力します。

4 ランタイムおよびストレージ リースを選択し、 [次へ]  をクリックします。

特定の vApp への仮想マシンの追加
特定の vApp へは、カタログ内で検索した仮想マシンまたは新規でブランクの仮想マシンを追加することができます。

公開カタログにアクセスするためには、組織管理者または vApp 作成者である必要があります。

手順

1 vApp テンプレートから仮想マシンを追加するには、ドロップダウン メニューから  [マイ組織のカタログ]  または
[公開カタログ]  を選択し、1 つ以上の仮想マシンを選択した後、 [追加]  をクリックします。

2 新規仮想マシンを追加するには、 [新規仮想マシン]  をクリックし、仮想マシンに関して必要な情報を入力した後、
[OK]  をクリックします。

新規 vApp の作成が終了したら、新規仮想マシンをパワーオンし、オペレーティング システムをインストールする
ことができます。

3 [次へ]  をクリックします。

仮想マシンの構成

この vApp が格納されており、開始時に実行される仮想データセンター (vDC) を選択します。各仮想マシンの名前を指
定し、接続させる対象のネットワークを選択します。ウィザードを完了した後、仮想マシンの追加プロパティを構成する

ことができます。

手順

1 vDC を選択します。

2 (オプション) 各仮想マシンの完全な名前とコンピュータ名を変更します。

3 各仮想マシンのプライマリ NIC とネットワークを選択します。

4 各 NIC の IP 割り当て方法を選択します。

[固定 - 手動]  を選択する場合は、IP アドレスを入力します。

5 [次へ]  をクリックします。

ネットワークの構成

vApp、vApp の仮想マシン、および vApp のネットワークから組織のネットワークへの接続方法を決定できます。

手順

1 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。

2 ネットワーク情報を確認します。
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3 [次へ]  をクリックします。

4 vApp のサマリを確認します。

5 [完了]  をクリックします。

仮想マシンの vApp としてのインポート
vSphere 仮想マシンを vApp として組織にインポートできます。

開始する前に

自分が少なくとも vApp 作成者であることを確認します。

手順

1 [マイ クラウド]  >  [vApp]  を選択します。

2 [vSphere からのインポート]  をクリックします。

3 ドロップダウン メニューから vCenter サーバーを選択し、インポートする仮想マシンを選択します。

4 vApp の名前と、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 vApp のインポート先となる仮想データセンターを選択します。

6 (オプション) ドロップダウン メニューから vApp のストレージ プロファイルを選択します。

7 インポートした仮想マシンを移動するか、コピーするかを選択し、 [OK]  をクリックします。

vCloud Director によって vApp が  [マイ クラウド]  にインポートされます。

vApp 配置エンジンについて
vCloud Director 配置エンジンは、vApp の仮想マシンが配置されるリソース (リソース プール、データストア、ネット
ワークまたはネットワーク プールを含む) を決定します。配置は、当該の仮想マシンの要件に基づいて、vApp の各仮想
マシンについて独立して決定されます。

配置エンジンは次のシナリオで実行されます。

n vApp を作成するときは、配置エンジンが、vApp の仮想マシンをどのリソース プール、データストアおよびネット
ワーク プールに配置するかを決定します。

n vApp を開始するとき、現在のリソース プール、データストア、またはネットワーク プールに vApp をパワーオン
するのに十分なリソースがない場合は、配置エンジンが vApp の仮想マシンを別のリソース プール、データストア、
またはネットワーク プールに選択的に移動させることがあります。

n 仮想マシンのストレージ プロファイルを変更すると、配置エンジンは新しいストレージ プロファイルをサポートす
るデータストアおよびリソース プールに仮想マシンを移動させます。

n 仮想マシンが別のリソース プールに移動された場合。

配置エンジンは、次の基準を使用して仮想マシンのリソース プール候補を選択します。

n CPU の容量

n メモリ容量

n 仮想 CPU の数

n ホストがサポートしているハードウェアのバージョン

配置エンジンは候補リストから無効なリソース プールをフィルターをするため、無効なリソース プールには仮想マシン
は作成されません。可能であれば、配置エンジンは仮想マシンを組織 vDC の別の仮想マシンと同じハブに配置します。

配置エンジンは、次の基準を使用して vApp およびその仮想マシンのデータストア候補を選択します。

n ストレージ容量
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n ストレージ プロファイル

配置エンジンは候補リストから無効なデータストアをフィルターをするため、無効なデータストアには仮想マシンは作成

されません。

配置エンジンは、ネットワーク名を使用して vApp およびその仮想マシンのネットワーク プール候補を選択します。

配置エンジンは、一連の候補リソースを選択した後、各仮想マシンの CPU、仮想 RAM、およびストレージ構成に基づい
てリソースをランク付けし、仮想マシンにとって最適な場所を選びます。

リソースのランク付けの際には、配置エンジンは、現在および推定される将来のリソース使用率を調べます。想定される

将来の使用率は、特定のリソースに現在配置されているパワーオフ状態の仮想マシンおよびパワーオン後に想定されるそ

れらの使用率に基づいて計算されます。CPU およびメモリに関しては、現在予約されていない容量、最大使用量、および
推測される将来の未予約の容量に注目します。ストレージに関しては、各リソース プールが属しているクラスタによって
提供される統合してプロビジョニングされた容量に注目します。その後配置エンジンは、各リソース プールの現在および
将来の適合性の重み付けされたメトリックを検討します。

配置エンジンは、CPU およびメモリの未予約の容量が最も小さく、ストレージの空き容量があるリソース プールを選び
ます。さらに、黄状態のクラスタは優先しないため、配置条件を満たす健全なクラスタが使用できない場合にのみ黄状態

のクラスタが選択されます。

仮想マシンがパワーオン状態になると、vApp または自身の開始の一部として、配置エンジンが実行され、仮想マシンが
割り当てられているリソース プールに仮想マシンの要件に対応するだけの十分なリソースがあるかどうかを検証します。
仮想マシンがリソース プールに作成されてからリソース プールのリソースの可用性が変化することがあるため、この手
順が必要となります。リソース プールに仮想マシンをパワーオンするのに十分な容量がない場合は、配置エンジンは、仮
想マシンの要件を満たすプロバイダ vDC で互換性のある別のリソース プールを探して、そこに仮想マシンを配置します。
代替のリソース プールが使用されることで、適切なリソース プールが VMDK のあるデータストアに接続されていない
と、仮想マシンの VMDK が他のデータストアに移行される場合があります。

リソース プールが容量に近い場合の同時デプロイといった状況では、リソース プールに仮想マシンをサポートするだけ
のリソースがない場合であっても、そのリソース プールの検証が正常に行われる場合があります。こういったケースで
は、仮想マシンンはパワーオンになりません。このような状況で仮想マシンのパワーオンに失敗したら、パワーオン操作

を再度開始し、配置エンジンに仮想マシンを他のリソース プールに移行させるように指示します。

リソース プールが属するクラスタが容量に近いときは、個々のホストに仮想マシンをパワーオンするための容量がない場
合でも、そのリソース プールの仮想マシンがパワーオン可能な状態のままとなることがあります。クラスタ レベルでの
容量の断片化の結果としてこのような状況が発生します。このようなケースでは、システム管理者はいくつかの仮想マシ

ンをクラスタから移行させ、クラスタに十分な容量を確保する必要があります。

vApp のコピー
既存の vApp に基づいて新規 vApp を作成するには、vApp をコピーし、必要に応じてそのコピーを変更できます。

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [コピー先]  を選択します。

4 名前と、必要に応じて説明を入力します。

5 vDC を選択します。

6 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

新規 vApp の内容とプロパティを変更します。
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vApp の開始
vApp を開始すると、vApp 内でパワーオンされていない仮想マシンがすべてパワーオンされます。

少なくとも vApp 作成者である必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [開始]  を選択します。

古いバージョンの VMware Tools がある場合の vApp の開始
vApp の仮想マシンに古いバージョンの VMware Tools がインストールされ、ゲストのカスタマイズが有効になっている
場合は、その vApp を開始できない可能性があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  を選択します。

3 vApp を選択して右クリックし、 [開く]  を選択します。

4 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

5 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオフにして  [OK]  をク
リックします。

6 (オプション) すべての仮想マシンに対してこの手順を繰り返し行います。

7 vApp を選択し、右クリックして  [開始]  を選択します。

vApp の停止
vApp を停止すると、vApp 内の仮想マシンがすべてパワーオフまたはシャットダウンされます。特定のアクションを実
行する前に vApp を停止する必要があります。たとえば、カタログへの追加、コピー、移動などが挙げられます。

vApp を停止した場合の仮想マシンの動作 (パワーオフまたはシャットダウン) については、vApp プロパティ ページで指
定できます。

開始する前に

vApp が開始されている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [停止]  を選択します。

4 [OK]  をクリックします。
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vApp の一時停止
vApp を一時停止して現在の状態を保存できます。

開始する前に

vApp が実行されている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [一時停止]  を選択します。

vApp が停止し、 [停止]  のラベルが付けられます。

vApp のサスペンド状態の破棄
vApp のサスペンド状態を破棄できます。

開始する前に

vApp は停止してサスペンド状態である必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [サスペンド状態を破棄]  を選択します。

4 [はい]  をクリックします。

vApp または仮想マシンのリセット
仮想マシンをリセットすると状態 (メモリ、キャッシュなど) はクリアされますが、vApp および仮想マシンは実行し続け
ます。

開始する前に

vApp が起動されていて、仮想マシンの電源が入っている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで  [vApp]  または  [仮想マシン]  を選択します。

3 vApp または仮想マシンを選択し、右クリックして  [リセット]  を選択します。

vApp 仮想マシンの表示
vApp の仮想マシンにアクセスして表示することができます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。
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4 [仮想マシン]  タブをクリックします。

仮想マシンの vApp への追加
vApp に仮想マシンを追加できます。

カスタマイズするための OVF プロパティを含む OVF ファイルに仮想マシンが基づいている場合、これらのプロパティ
は vApp で保持されます。プロパティがユーザー構成可能な場合は、vApp に追加した後、仮想マシンのプロパティ ペイ
ンで値を指定できます。

サポートされているネットワーク アダプタのタイプの詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1001805 を参照し
てください。

開始する前に

公開カタログの仮想マシンにアクセスするためには、組織管理者または vApp 作成者である必要があります。

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [仮想マシン]  タブで、 [仮想マシンを追加]  ボタンをクリックします。

4 vApp テンプレートから仮想マシンを追加するには、ドロップダウン メニューから  [マイ組織のカタログ]  または
[公開カタログ]  を選択し、1 つ以上の仮想マシンを選択した後、 [追加]  をクリックします。

5 新規仮想マシンを追加するには、 [新規仮想マシン]  をクリックし、仮想マシンに関して必要な情報を入力した後、
[OK]  をクリックします。

新規 vApp の作成が終了したら、新規仮想マシンをパワーオンし、オペレーティング システムをインストールする
ことができます。

6 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) 各仮想マシンの完全な名前とコンピュータ名を変更します。

8 各仮想マシンのプライマリ NIC とネットワークを選択します。

9 (オプション)  [ネットワーク アダプタ タイプを表示]  を選択し、NIC ごとにタイプを選択します。

10 各 NIC の IP 割り当て方法を選択します。

[固定 - 手動]  を選択する場合は、IP アドレスを入力します。

11 [次へ]  をクリックします。

12 [ネットワークの詳細を表示]  を選択し、ネットワーク情報を確認して、 [次へ]  をクリックします。

13 vApp の概要を確認し、 [完了]  をクリックします。

vSphere から vApp への仮想マシンのインポート
vSphere から vApp に、既存の仮想マシンをインポートできます。

開始する前に

組織管理者または vApp作成者であることを確認します。

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [仮想マシン]  タブで  [vSphere からのインポート]  をクリックします。
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4 ドロップダウン メニューからソースの vCenter サーバーを選択し、インポートする仮想マシンを選択します。

5 インポートした仮想マシンの名前を入力します。

6 (オプション) インポートした仮想マシンの説明を入力します。

7 (オプション) インポートした仮想マシンのストレージ プロファイルを選択します。

8 仮想マシンをコピーするか、ソース vCenter サーバーから移動するかを選択し、 [OK]  をクリックします。

vApp からの仮想マシンの削除
vApp から仮想マシンを削除できます。

少なくとも vApp 作成者である必要があります。

開始する前に

仮想マシンはパワーオフされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [開く]  を選択します。

4 [仮想マシン]  タブで仮想マシンを選択し、右クリックして  [削除]  を選択します。

5 [はい]  をクリックします。

vApp の開始と停止オプションの設定
vApp を開始および停止した場合の仮想マシンの動作に影響を与える特定のオプションを指定できます。

開始する前に

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [仮想マシンの開始と停止]  タブで、オプションを指定します。

オプション 説明

順序 複数の仮想マシンが含まれる vApp に対しては、テキスト ボックスに数値を入力す
ることにより、マシンが開始および停止する順序を指定できます。低い数値が指定さ

れている仮想マシンが最初に開始および停止されます。負の数を入力することはでき

ません。順序が同じ仮想マシンは同時に開始および停止されます。

アクションを開始 仮想マシンを含んでいる vApp を開始した場合の仮想マシンの動作を決定します。デ
フォルトでは、このオプションは  [パワーオン]  に設定されます。

起動遅延時間 仮想マシンが起動し、次の仮想マシンが起動するまでに vCloud Director が待機す
る秒数です。

アクションを停止 仮想マシンを含んでいる vApp を停止した場合の仮想マシンの動作を決定します。デ
フォルトでは、このオプションは  [パワーオフ]  に設定されますが、 [シャットダウ
ン]  に設定することもできます。

停止遅延時間 仮想マシンが停止し、次の仮想マシンが停止するまでに vCloud Director が待機す
る秒数です。
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5 [OK]  をクリックします。

例: 仮想マシンの起動と停止
この例は、vApp における仮想マシンの順序、起動遅延時間、停止遅延時間オプションと、各仮想マシンが開始および停
止するときのこれらのオプションの影響を表しています。

表 8-1.  vApp1 の仮想マシンの開始と停止オプション

仮想マシン 順序 起動遅延時間 停止遅延時間

VM1 1 0 10

VM2 1 10 10

VM3 1 20 30

VM4 2 0 20

VM5 2 30 60

VM6 3 40 10

vApp1 が開始すると、仮想マシンが次のように開始します。

1 VM1、VM2 および VM3 は同時に開始します。

2 20 秒後 (順序 1 の仮想マシンからの最長の起動遅延時間)、VM4 および VM5 が開始します。

3 30 秒後 (順序 2 の仮想マシンからの最長の起動遅延時間)、VM6 が開始します。

vApp1 が停止すると、仮想マシンが次のように停止します。

1 VM6 が停止します。

2 10 秒後、VM5 および VM4 が停止します。

3 60 秒後、VM3、VM2 および VM1 が停止します。

vApp でのネットワークの作業
vApp の仮想マシンは、vApp ネットワーク (隔離または経路指定) および組織 vDC ネットワーク (直接またはフェンスあ
り) に接続できます。複数のネットワーク シナリオに対処するために、vApp へは異なるタイプのネットワークを追加で
きます。

vApp に対して使用可能なネットワークのリストを表示するには、その vApp で  [ネットワーク]  タブを選択し、 [ネッ
トワークの詳細を表示]  チェック ボックスをオンにします。vApp の仮想マシンは、これらのネットワークに接続できま
す。仮想マシンを異なるネットワークに接続するには、そのネットワークを vApp にまず追加する必要があります。

vApp には、vApp ネットワークと組織 vDC ネットワークを含めることができます。vApp ネットワークは、 [接続]  ド
ロップダウン メニューで  [なし]  を選択することによって隔離できます。隔離された vApp ネットワークは、vApp 内に
完全に含まれます。vApp ネットワークを組織 vDC ネットワークに経路指定して、vApp 外の仮想マシンに対して接続
を提供することもできます。経路指定された vApp ネットワークの場合、ファイアウォールや固定ルーティングなどの
ネットワーク サービスを構成できます。

vApp は、組織 vDC ネットワークへ直接接続することができます。同じ組織 vDC ネットワークに接続されている同一仮
想マシンを含む vApp が複数あり、これらの vApp を同時に開始させる場合は、vApp をフェンスできます。これによっ
て、MAC アドレスおよび IP アドレスを分離し、競合を起こさずに仮想マシンをパワーオンできるようになります。

vApp ネットワークの表示
vApp のネットワークにアクセスして表示することができます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

vCloud Director ユーザー ガイド

70  VMware, Inc.



2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

4 [ネットワーク]  タブをクリックします。

5 [ネットワークの詳細を表示]  を選択して、各ネットワークの詳細を表示します。

vApp へのネットワークの追加
vApp ネットワークと組織 vDC ネットワークを vApp に追加できます。

n vApp への vApp ネットワークの追加 (P. 71)

vApp ネットワークを vApp に追加すると、vApp の仮想マシンに対してそのネットワークを使用可能にすること
ができます。

n vApp への組織 vDC ネットワークの追加 (P. 71)

組織 vDC ネットワークを vApp に追加すると、vApp の仮想マシンに対してそのネットワークを使用可能にする
ことができます。

vApp への vApp ネットワークの追加

vApp ネットワークを vApp に追加すると、vApp の仮想マシンに対してそのネットワークを使用可能にすることができ
ます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックし、右クリックして  [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  チェック ボックスをオンにします。

4 [ネットワークを追加]  ボタンをクリックします。

5 [vApp ネットワーク]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

6 ネットワーク仕様を入力し、 [次へ]  をクリックします。

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

8 vApp ネットワークの設定を確認し、 [完了]  をクリックします。

vCloud Director では、隔離された vApp ネットワークを作成してネットワーク リストに表示します。

9 (オプション)  [接続]  ドロップダウン メニューで、組織 vDC ネットワークを選択します。

これにより、vApp ネットワークは組織 vDC ネットワークに経路指定されます。

10 [適用]  をクリックします。

次に進む前に

vApp の仮想マシンをネットワークに接続します。

vApp への組織 vDC ネットワークの追加

組織 vDC ネットワークを vApp に追加すると、vApp の仮想マシンに対してそのネットワークを使用可能にすることが
できます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックし、右クリックして  [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  チェック ボックスをオンにします。
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4 [ネットワークを追加]  ボタンをクリックします。

5 [組織 vDC ネットワーク]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

6 組織 vDC ネットワークを選択し、 [完了]  をクリックします。

vCloud Director では、組織 vDC ネットワークを追加してネットワーク リストに表示します。

7 (オプション)  [vApp のフェンス]  チェック ボックスをオンにします。

vApp のすべての組織 vDC ネットワークに対する接続が、 [直接]  から  [フェンスあり]  に変更されます。フェンス
によって、異なる vApp にある同一の仮想マシンの MAC アドレスおよび IP アドレスを分離し、競合を起こさずに
それらの仮想マシンをパワーオンできます。

フェンスが有効になっていて vApp の電源が入っていると、組織 vDC のネットワーク プールから隔離されたネット
ワークが作成されます。vShield Edge が作成され、隔離されたネットワークおよび組織 vDC ネットワークの両方
に関連付けられます。仮想マシンで送受信されるトラフィックは vShield Edge を通過します。vShield Edge は
NAT およびプロキシ AR を使用して IP アドレスを変換し、ルーターが同じ IP 領域を使用して 2 つのネットワーク
間にトラフィックを通過させることを許可します。

8 [適用]  をクリックします。

次に進む前に

vApp の仮想マシンをネットワークに接続します。

vApp ネットワークのネットワーク 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)、固定ルーティングなどのネットワーク サービスを、特
定の vApp ネットワークに対して構成できます。

使用可能なネットワーク サービスは、vApp ネットワークのタイプによって異なります。

表 8-2.  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

vApp ネットワークのタイプ DHCP ファイアウォール NAT 固定ルーティング

直接

経路指定 X X X X

隔離 X

vApp ネットワークの DHCP の構成

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

vApp ネットワークに対して DHCP を有効化し、vApp の仮想マシンの NIC をそのネットワークに接続し、その NIC の
IP モードとして  [DHCP]  を選択すると、仮想マシンをパワーオンしたときに、vCloud Director では DHCP IP アドレ
スをその仮想マシンに割り当てます。

開始する前に

経路指定されている vApp ネットワークまたは隔離されている vApp ネットワーク。

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。

4 vApp ネットワークを右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

5 [DHCP]  タブをクリックし、 [DHCP を有効化]  を選択します。
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6 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、vApp
ネットワークの固定 IP プールと重複できません。

7 デフォルトのリース時間および最大のリース時間を設定するか、またはデフォルト値を使用することを選択し、 [OK]
をクリックします。

8 [適用]  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。

注意   DHCP が有効にされている vApp ネットワークの DNS 設定が変更されると、vApp ネットワークは DHCP サービ
スを提供しなくなります。この問題を解決するには、vApp ネットワークの DHCP を無効にしてから、再度有効にします。

vApp ネットワークのファイアウォールの構成

ファイアウォール サービスが提供されるように、特定の vApp ネットワークを構成できます。vApp 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。

ファイアウォールを有効化する際には、デフォルトのファイアウォールのアクションを指定して、受信トラフィックと送

信トラフィックをすべて拒否または許可するように設定することができます。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、デフォルトのファイアウォールのアクションよりも優先されます。「vApp ネットワー
クへのファイアウォール ルールの追加 (P. 74)」 を参照してください。

システム管理者が Syslog サーバー設定を指定し、これらの設定が vApp ネットワークに適用されている場合、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ことができます。Syslog サーバー設定の適用に
関する詳細は、「vApp ネットワークへの Syslog サーバー設定の適用 (P. 81)」 を参照してください。現在の Syslog
サーバー設定を表示する方法については、「vApp ネットワークの Syslog サーバー設定の表示 (P. 81)」 を参照してく
ださい。

開始する前に

経路指定されている vApp ネットワーク。

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。

4 vApp ネットワークを右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

5 [ファイアウォール]  タブをクリックし、ファイアウォール サービスを有効にする場合は  [ファイアウォールを有効
化]  を選択し、ファイアウォール サービスを無効にする場合は選択解除します。

6 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。

オプション 説明

拒否 ファイアウォール ルールによって上書きされた場合を除き、すべてのトラフィックを
ブロックします。

許可 ファイアウォール ルールによって上書きされた場合を除き、すべてのトラフィックを
許可します。

 

7 (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。

8 [OK]  をクリックします。
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9 [適用]  をクリックします。

vApp 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 vApp 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、vApp 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。「vApp ネットワークのファイアウォールの構成 (P. 73)」 を参照してください。

新しいファイアウォール ルールを vApp ネットワークに追加すると、ファイアウォール ルール リストの最後に表示され
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、「vApp ネットワークのファイアウォール
ルールの順序変更 (P. 75)」 を参照してください

システム管理者が Syslog サーバー設定を指定し、 これらの設定が vApp ネットワークに適用されている場合、ファイア
ウォール ルール イベントを ログに記録することができます。Syslog サーバー設定の適用に関する詳細は、 「vApp ネッ
トワークへの Syslog サーバー設定の適用 (P. 81)」 を参照してください。現在の Syslog サーバー設定を表示する方法
については、「vApp ネットワークの Syslog サーバー設定の表示 (P. 81)」 を参照してください。

開始する前に

経路指定されている vApp ネットワーク。

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。

4 vApp ネットワークを右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

5 [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。

6 ルールの名前を入力します。

7 (オプション)  [変換された IP 上のルールに一致]  を選択し、元の IP アドレスではなく変換された IP アドレスに対し
てルールのチェックを行うようにして、このルールを適用するトラフィックの方向を選択します。

8 トラフィックの  [ソース]  を入力します。

オプション 説明

IP アドレス このルールを適用するソース IP アドレスを入力します。

IP アドレスの範囲 このルールを適用するソース IP アドレスの範囲を入力します。

CIDR このルールを適用するトラフィックの CIDR 注釈を入力します。

内部 このルールをすべての内部トラフィックに適用します。

外部 このルールをすべての外部トラフィックに適用します。

任意 このルールを任意のソースからのトラフィックに適用します。

 

9 このルールを適用する  [ソース ポート]  をドロップダウン メニューから選択します。

10 トラフィックの  [ターゲット]  を入力します。

オプション 説明

IP アドレス このルールを適用するターゲット IP アドレスを入力します。

IP アドレスの範囲 このルールを適用するターゲット IP アドレスの範囲を入力します。

CIDR このルールを適用するトラフィックの CIDR 注釈を入力します。

内部 このルールをすべての内部トラフィックに適用します。
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オプション 説明

外部 このルールをすべての外部トラフィックに適用します。

任意 このルールを任意のターゲットのトラフィックに適用します。

 

11 このルールを適用する  [ターゲット ポート]  をドロップダウン メニューから選択します。

12 このルールを適用する  [プロトコル]  をドロップダウン メニューから選択します。

13 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。

14 [有効]  チェック ボックスをオンにします。

15 (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。

16 [OK]  をクリックし、もう一度  [OK]  をクリックします。

17 [適用]  をクリックします。

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

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。

4 vApp ネットワークを右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

5 [ファイアウォール]  タブをクリックします。

6 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。

7 [OK]  をクリックします。

8 [適用]  をクリックします。

vApp 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 vApp ネットワークを構成できます。vApp ネットワークで IP マ
スカレードを有効化すると、組織 vDC 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。

開始する前に

経路指定されている vApp ネットワークが存在することを確認します。
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手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。

4 vApp ネットワークを右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

5 [NAT]  タブをクリックし、 [ポート転送]  を選択します。

6 [IP マスカレードを有効化]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

7 [適用]  をクリックします。

vApp ネットワークへのポート転送ルールの追加

NAT マッピング ルールを追加することによって、ポート転送が実行されるように特定の vApp ネットワークを構成でき
ます。ポート転送により、vApp 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 vApp 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。
施行するポート転送ルールの優先順位の設定方法については、「vApp ネットワークのポート転送ルールの順序変
更 (P. 77)」 を参照してください。

開始する前に

経路指定されている vApp ネットワーク。

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。

4 vApp ネットワークを右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

5 [NAT]  タブをクリックして  [ポート転送]  を選択した後、 [追加]  をクリックします。

6 ポート転送ルールを構成します。

a 外部ポートを選択します。

b 内部ポートを選択します。

c 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。

d 仮想マシンのインターフェイスを選択します。

e [OK]  をクリックします。

7 [OK]  をクリックします。

8 [適用]  をクリックします。

vApp ネットワークへの IP 変換ルールの追加

NAT マッピング ルールを追加することによって、IP 変換が実行されるように特定の vApp ネットワークを構成できます。

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 ルールおよび 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。
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開始する前に

経路指定されている vApp ネットワーク。

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。

4 vApp ネットワークを右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

5 [NAT]  タブをクリックして  [IP 変換]  を選択した後、 [追加]  をクリックします。

6 仮想マシンのインターフェイスとマッピング モードを選択し、 [OK]  をクリックします。

[手動]  マッピング モードの場合は、外部 IP アドレスを入力します。

7 [OK]  をクリックします。

8 [適用]  をクリックします。

vApp ネットワークのポート転送ルールの順序変更

ポート転送ルールは、NAT マッピング リストに表示される順に施行されます。リストのルールの表示順次は変更できます。

新しいポート転送ルールを vApp 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。
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 つ以上のポート転送ルールがある、経路指定されている vApp ネットワーク。

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで  [ネットワークの詳細を表示]  を選択し、 [詳細]  をクリックします。

4 [NAT]  タブで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た後、 [OK]  をクリッ
クします。

5 [適用]  をクリックします。

vApp 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 vApp ネットワークを構成できます。2 つ以上の vApp 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、異なる vApp ネットワークの仮想マシンが通信する
のを可能にできます。

2 つの vApp ネットワーク間のトラフィックを経路指定するには、両方のネットワークで固定ルーティングを有効化する
必要があります。

開始する前に

経路指定されている vApp ネットワーク。

手順

1 [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。

2 vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。
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4 vApp ネットワークを右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

5 [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。

6 [適用]  をクリックします。

次に進む前に

別の vApp ネットワークで固定ルーティングを有効化し、2 つの vApp ネットワーク間に固定ルートを作成します。

vApp ネットワークへの固定ルートの追加

固定ルートは、同じ組織 vDC 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、フェンスされた vApp や重複しているネットワーク間に追加することはできません。固定ルートを vApp
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 ボックスをオンにする必要があります。

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 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、その vApp に固定ルートが含まれている場合、これらのルー
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

n vShield 5.1。

n 同じ組織 vDC 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。

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。

n 固定ルーティングは、両方の vApp ネットワークで有効化されています。

手順

1 [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。

2 最初の vApp を右クリックし、 [開く]  を選択します。

3 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  を選択します。

4 vApp ネットワークを右クリックし、 [サービスの構成]  を選択します。

5 [固定ルーティング]  タブで、 [追加]  をクリックします。

6 名前、ネットワーク アドレス、および次ホップ IP を入力し、 [OK]  をクリックします。

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 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。

7 [OK]  をクリックします。

8 [適用]  をクリックします。

9 2 つ目の vApp ネットワークに対して、「手順 2」から「手順 8」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。各 vApp ネッ
トワークで固定ルートを作成し、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。
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表 8-3.  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

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

表 8-4.  固定ルーティング設定

vApp ネットワーク ルート名 ネットワーク 次ホップ IP アドレス

vApp Network 1 tovapp2 192.168.2.0/24 192.168.0.101

vApp Network 2 tovapp1 192.168.1.0/24 192.168.0.100

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、vApp ネットワークに対してファイアウォール ルールを作成します。

vApp ネットワークのリセット
vApp 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、組織管理者はネットワークをリセットすることができます。リセットしている間、ネットワーク

サービスは使用できません。

開始する前に

vApp が実行されている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

4 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  チェック ボックスをオンにします。

5 vApp ネットワークを選択して右クリックし、 [ネットワークをリセット]  を選択します。

6 [はい]  をクリックします。

vApp ネットワークの削除
vApp のネットワークが不要になったら、そのネットワークを削除できます。

開始する前に

vApp は停止しており、vApp の仮想マシンはいずれもネットワークに接続されていません。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  を選択します。

3 vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

4 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  チェック ボックスをオンにします。

5 リストでネットワークを右クリックし、 [削除]  を選択します。
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6 [適用]  をクリックします。

ネットワーク プロパティの変更
vApp のネットワークのプロパティは、変更することができます。

手順

1 [管理]  を選択します。

2 [クラウド リソース]  -  [ネットワーク]  を選択します。

3 ネットワークを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

名前、説明、およびネットワーク仕様の一部を変更できます。

4 関連するプロパティを変更し、 [OK]  をクリックします。

5 [適用]  をクリックします。

vApp ネットワークの IP の割り当ての表示
vApp のネットワークの IP 割り当ては、確認することができます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  を選択します。

3 vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

4 [ネットワーク]  タブで、 [ネットワークの詳細を表示]  チェック ボックスをオンにします。

5 ネットワークを選択して右クリックし、 [IP の割り当て]  を選択します。

6 割り当てを確認して  [OK]  をクリックします。

IP アドレスの永続化の構成
デフォルトでは、実行中の vApp を停止したり、仮想マシンをパワーオフしたりすると、仮想マシンが使用していた IP
アドレスと MAC アドレスが vCloud Director によってすべて解放されます。vApp、仮想マシン、またはネットワーク
が削除されるまで仮想マシンのネットワーク アドレスを保持するように、vApp を構成することができます。

固定ルーティングは、vApp にある仮想マシンと仮想ルーターの IP アドレスに依存します。固定ルーティングを使用す
る vApp に対しては、IP の永続化を有効化して、vApp との間の固定ルートが有効な状態のままになるようにします。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  を選択します。

3 vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

4 [ネットワーク]  タブで  [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、 [適用]  をクリックします。

vApp の仮想マシンでは、パワーオフされた場合でも、割り当てられた IP アドレスと MAC アドレスを保持します。
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vApp 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 vApp 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 vApp 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ることができます。「vApp ネットワークへの Syslog サーバー設
定の適用 (P. 81)」 を参照してください。同期しても問題が解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

開始する前に

経路指定されている vApp ネットワーク。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

4 [ネットワーク]  タブで vApp 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。

5 [Syslog サーバー設定]  タブをクリックします。

vApp 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 vApp 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 サーバー設定を指定できるのはシステム管理者のみです。これらの設定は、システム管理者が指定する前に作成さ
れた vApp ネットワークに適用する必要があります。また、Syslog サーバー設定は、システム管理者によって設定変更
が行われるたびに vApp ネットワークに適用する必要もあります。

開始する前に

経路指定されている vApp ネットワーク。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

4 [ネットワーク]  タブで vApp ネットワークを選択し、右クリックして  [Syslog サーバー設定の同期]  を選択します。

5 [はい]  をクリックします。

vApp のプロパティの編集
vApp の名前と説明、OVF 環境のプロパティ、リース、および共有設定など、既存の vApp のプロパティを編集できます。

n vApp の名前および説明の変更 (P. 82)

vApp に関連付けられている名前と説明を変更し、よりわかりやすくすることができます。

n vApp の OVF 環境プロパティの変更 (P. 82)

ユーザー構成可能な OVF 環境プロパティが vApp に含まれている場合、これらのプロパティを確認して変更する
ことができます。
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n vApp リースのリセット (P. 82)

vApp に対するランタイムおよびストレージ リースはリセットすることができます。

n vApp の共有 (P. 83)

vApp は、所属する組織内の他のグループまたはユーザーと共有することができます。アクセス制御の設定により、
共有 vApp で実行可能な操作が決まります。

vApp の名前および説明の変更
vApp に関連付けられている名前と説明を変更し、よりわかりやすくすることができます。

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [全般]  タブで vApp の名前と説明を変更し、 [OK]  をクリックします。

vApp の OVF 環境プロパティの変更
ユーザー構成可能な OVF 環境プロパティが vApp に含まれている場合、これらのプロパティを確認して変更することが
できます。

同じ名前のユーザー構成可能なプロパティの値が vApp の仮想マシンに含まれている場合は、仮想マシンの値が優先され
ます。

開始する前に

vApp が停止しており、その OVF 環境にユーザー構成可能なプロパティが含まれている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [カスタム プロパティ]  タブでプロパティを変更し、 [OK]  をクリックします。

vApp リースのリセット
vApp に対するランタイムおよびストレージ リースはリセットすることができます。

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [全般]  タブで  [リースをリセット]  チェック ボックスをオンにし、ランタイムおよびストレージ リースを選択し
て、 [OK]  をクリックします。
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vApp の共有
vApp は、所属する組織内の他のグループまたはユーザーと共有することができます。アクセス制御の設定により、共有
vApp で実行可能な操作が決まります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [共有]  を選択します。

4 [メンバーを追加]  をクリックします。

5 vApp を共有する対象のユーザーを選択します。

オプション 操作

組織の全員 このオプションを選択します。

特定のユーザーとグループ このオプションを選択し、ユーザーとグループを選択した後、 [追加]  をクリックし
ます。

 

6 ユーザーとグループに対してアクセス レベルを選択します。

オプション 説明

完全コントロール ユーザーは、vApp を開いて開始し、vApp テンプレートとして保存 ( [カタログに追
加] ) することができ、さらに所有者の変更、カタログへのコピー、およびプロパティ
の変更を行うこともできます。

読み取り/書き込み ユーザーは、vApp を開いて開始し、vApp テンプレートとして保存 ( [カタログに追
加] ) することができ、さらにカタログへのコピーとプロパティの変更を行うこともで
きます。

読み取り専用 ユーザーには、vApp への読み取りアクセス権だけが与えられます。
 

7 [OK]  をクリックします。

vApp は、指定されたユーザーまたはグループと共有されます。

vApp 図の表示
vApp 図により、vApp の仮想マシンとネットワークを視覚的に表示できます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 [vApp]  ページで vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

3 [vApp 図]  タブをクリックします。

vApp 図が表示されます。

次に進む前に

このタブからは、 [仮想マシン]  タブや  [ネットワーク]  タブから実行できる同じ操作の大多数を行うことができます。

vApp の所有者の変更
たとえば、vApp 所有者が会社を退職したり、会社内でのロールが変わったりした場合は、vApp の所有者を変更できます。

組織管理者を対象としています。
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手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [所有者の変更]  を選択します。

4 ユーザーを検索するか、リストから選択します。

ユーザーは、ユーザー名または完全な名前を条件にして検索できます。

5 [OK]  をクリックします。

新しい所有者の名前が  [vApp]  ページの  [所有者]  列に表示されます。

vApp の仮想ハードウェア バージョンのアップグレード
vApp 内のすべての仮想マシンに対して、仮想ハードウェア バージョンをアップグレードすることができます。仮想ハー
ドウェア バージョンが高いほど、より多くの機能がサポートされます。

vCloud Director では、組織の仮想データセンターをバッキングするリソースに応じて、ハードウェア バージョン 4、7、8
または 9 の仮想マシンをサポートします。

vApp 内の仮想マシンのハードウェア バージョンをダウングレードすることはできません。

開始する前に

vApp は停止されており、その仮想マシンに最新バージョンの VMware Tools がインストールされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [仮想ハードウェア バージョンのアップグレード]  を選択します。

4 [はい]  をクリックします。

vApp の vApp テンプレートとしてのカタログへの保存
vApp を vApp テンプレートとして保存し、カタログに追加できます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [カタログに追加]  を選択します。

4 (オプション) 名前および説明を変更します。

5 ターゲットとなる vDC およびカタログを選択します。

6 [ストレージ リース:]  ドロップダウン メニューで、vApp テンプレートをいつ期限切れにするかを選択します。
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7 オプションを選択します。

オプション 説明

[同一のコピーを作成] この vApp テンプレートから作成された vApp は、この vApp テンプレートのゲス
ト OS 設定に従う必要があります。このオプションを選択した場合、ゲストのカスタ
マイズが有効になり、ゲスト OS がカスタマイズされます。

[仮想マシン設定をカスタマイズ] ゲスト OS は vApp テンプレートの設定に関係なくカスタマイズされ、ゲスト OS
は vApp がデプロイされたときにカスタマイズされます。

 

8 [OK]  をクリックします。

vApp は、選択したカタログの vApp テンプレートとして保存されます。

vApp のスナップショットの作成
vApp のすべての仮想マシンのスナップショットを作成することができます。スナップショットを作成したら、vApp の
すべての仮想マシンを最新のスナップショットに戻したり、すべてのスナップショットを削除したりできます。

vApp スナップショットには、次の制限事項があります。

n NIC 構成はキャプチャできません。

n vApp の任意の仮想マシンが独立したディスクに接続されている場合は、スナップショットを作成できません。

手順

1 [マイ クラウド]  >  [vApp]  を選択します。

2 vApp を右クリックし、 [スナップショットの作成]  を選択します。

3 [OK]  をクリックします。

vApp をスナップショットに戻す
vApp のすべての仮想マシンを、vApp スナップショットを作成した時点の状態に戻すことができます。

開始する前に

vApp にスナップショットがあることを確認します。

手順

1 [マイ クラウド]  >  [vApp]  を選択します。

2 vApp を右クリックし、 [スナップショットに戻す]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

vApp のスナップショットの削除
vApp のスナップショットを削除できます。

手順

1 [マイ クラウド]  -  [vApp]  を選択します。

2 vApp を右クリックし、 [スナップショットの削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。
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別の vDC への vApp のコピー
vApp を別の vDC にコピーする場合、コピー元の vApp はソース vDC に残されます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [コピー先]  を選択します。

4 名前と説明を入力します。

5 vDC を選択します。

6 [OK]  をクリックします。

この vApp の新しい vDC が、 [vApp]  ページの  [vDC]  列に表示されます。

vApp の別の vDC への移動
vApp を別の vDC に移動すると、その vApp はソース vDC から削除されます。

少なくとも vApp 作成者である必要があります。

開始する前に

vApp を停止します。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択し、右クリックして  [移動先]  を選択します。

4 [vDC]  を選択します。

5 [OK]  をクリックします。

vApp を削除
vApp を削除すると、組織からも削除されます。

少なくとも vApp 作成者である必要があります。

開始する前に

vApp は停止している必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [削除]  を選択します。

4 [はい]  をクリックします。
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仮想マシンの操作 9
仮想マシンにはゲスト OS があり、そのオペレーティング システムがサポートするソフトウェアをすべてインストールお
よび実行できます。vCloud Director では、VMware Tools をインストールし、DVD およびフロッピー ディスクを挿入
し、リモートで仮想マシンに接続することができます。

以下は、仮想マシンで実行できる最も基本的な操作です。

n [パワーオン] 。これは、物理マシンのパワーオンと同じ操作です。

n [パワーオフ] 。これは、物理マシンのパワーオフと同じ操作です。

n [サスペンド] 。デプロイされた仮想マシンの CPU がフリーズされます。仮想マシンから離れる必要があり、その現
在の状態を保持したい場合には、マシンをサスペンドできます。

n [リセット] 。仮想マシンを電源サイクルで管理します。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシン コンソールを開く (P. 88)

n 仮想マシンのパワーオン (P. 88)

n 仮想マシンのパワーオフ (P. 88)

n vApp または仮想マシンのリセット (P. 89)

n 仮想マシンの一時停止 (P. 89)

n 一時停止された仮想マシンの再開 (P. 89)

n 仮想マシンのサスペンド状態の破棄 (P. 89)

n CD/DVD の挿入 (P. 90)

n CD/DVD の取り出し (P. 90)

n フロッピーの挿入 (P. 90)

n フロッピーの取り出し (P. 91)

n 仮想マシンの仮想ハードウェア バージョンのアップグレード (P. 91)

n 仮想マシンへのリモート接続 (P. 91)

n 仮想マシンのスナップショットの作成 (P. 92)

n 仮想マシンをスナップショットに戻す (P. 92)

n 仮想マシンのスナップショットの削除 (P. 92)

n vApp への仮想マシンのコピーまたは移動 (P. 92)

n 仮想マシンの削除 (P. 93)
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n 仮想マシンのプロパティの編集 (P. 93)

n VMware Tools のインストール (P. 99)

n ゲスト OS (P. 110)

仮想マシン コンソールを開く
仮想マシン コンソールにアクセスすると、仮想マシンに関する情報の表示、ゲスト OS の操作、およびゲスト OS に影響
を及ぼす操作の実行を行うことができます。

VMware Remote Consoleプラグインをダウンロードまたはインストールする必要がある場合があります。表示される
ダイアログ ボックスで  [OK]  をクリックします。

開始する前に

仮想マシンはパワーオンされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択して右クリックし、 [ポップアウト コンソール]  を選択します。

1 つ以上のクライアント デバイスが接続されている間に、仮想マシンを閉じるか、仮想マシン コンソールを更新し
た場合、これらのデバイスは切断されます。

仮想マシンのパワーオン

仮想マシンのパワーオンは、物理マシンのパワーオンと同じ操作です。

ゲストのカスタマイズが有効化されている仮想マシンは、その仮想マシンに現在のバージョンの VMware Tools がイン
ストールされていないかぎり、パワーオンすることはできません。

開始する前に

パワーオフされた仮想マシン。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択して右クリックし、 [パワーオン]  を選択します。

仮想マシンのパワーオフ

仮想マシンのパワーオフは、物理マシンのパワーオフと同じ操作です。

開始する前に

パワーオンされた仮想マシン。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [パワーオフ]  を選択します。
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vApp または仮想マシンのリセット
仮想マシンをリセットすると状態 (メモリ、キャッシュなど) はクリアされますが、vApp および仮想マシンは実行し続け
ます。

開始する前に

vApp が起動されていて、仮想マシンの電源が入っている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで  [vApp]  または  [仮想マシン]  を選択します。

3 vApp または仮想マシンを選択し、右クリックして  [リセット]  を選択します。

仮想マシンの一時停止

仮想マシンを一時停止すると、現在の状態が保持されます。

開始する前に

パワーオンされた仮想マシン。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択して右クリックし、 [一時停止]  をクリックします。

4 [はい]  をクリックします。

一時停止された仮想マシンの再開

一時停止された仮想マシンは、パワーオンして一時停止されたときの状態に戻すために、再開することができます。

開始する前に

一時停止された仮想マシン。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [再開]  をクリックします。

仮想マシンのサスペンド状態の破棄

仮想マシンがサスペンド状態にある場合、たとえばストレージの空き容量を増やすためにこの状態を破棄できます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [サスペンド状態を破棄]  を選択します。

4 [はい]  をクリックします。
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CD/DVD の挿入
カタログから CD/DVD イメージにアクセスし、仮想マシンのゲスト OS で使用できます。オペレーティング システム、
アプリケーション、ドライバなどをインストールできます。

開始する前に

メディア ファイルのカタログにアクセスできる必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 右側のペインで、仮想マシンを選択して右クリックし、 [カタログから CD/DVD を挿入]  を選択します。

4 メディア ファイルを選択して、 [挿入]  をクリックします。

選択した CD または DVD が挿入されます。

CD/DVD の取り出し
仮想マシンで CD または DVD を使用し終わったら、取り出すことができます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで  [仮想マシン]  を選択します。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [CD/DVD を取り出し]  を選択します。

メディア ファイルが仮想マシンから削除されます。

フロッピーの挿入

カタログからフロッピー ディスク イメージにアクセスし、ゲスト OS で使用できます。フロッピー ディスクを挿入する
と、オペレーティング システム、アプリケーション、ドライバなどをインストールできます。

開始する前に

カタログにメディア ファイルを用意しておきます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択して右クリックし、 [カタログからフロッピーを挿入]  を選択します。

4 ドロップダウン メニューを使用してフロッピー ディスク イメージを選択するか、リストからイメージを選択して
[挿入]  をクリックします。

選択したフロッピー ディスクが挿入されます。
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フロッピーの取り出し

フロッピー ディスクは、仮想マシンで使用し終えたら取り出すことができます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで  [仮想マシン]  を選択します。

3 仮想マシンを選択して右クリックし、 [フロッピーを取り出し]  を選択します。

フロッピー ディスクが仮想マシンから取り出されます。

仮想マシンの仮想ハードウェア バージョンのアップグレード
仮想マシンに対して、仮想ハードウェア バージョンをアップグレードすることができます。仮想ハードウェア バージョ
ンが高いほど、より多くの機能がサポートされます。

vCloud Director では、 組織の仮想データセンターをバッキングするリソースに応じて、 ハードウェア バージョン 4、
7、または 8 の仮想マシンをサポートします。

仮想マシンのハードウェア バージョンをダウングレードすることはできません。

開始する前に

仮想マシンはパワーオフされており、その仮想マシンに最新バージョンの VMware Tools がインストールされている必
要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [仮想ハードウェア バージョンのアップグレード]  を選択します。

4 [はい]  をクリックします。

仮想マシンへのリモート接続

リモート デスクトップ接続ファイルを使用して、デプロイされた仮想マシンにデスクトップから接続できます。

開始する前に

n 仮想マシンの電源が入れられ、Windows のゲスト OS が実行中であり、ゲスト OS で  [リモート デスクトップ]  が
有効になっている必要があります。

n 仮想マシンには、クライアントがアクセス可能なネットワーク上にある IP が割り当てられている必要があります。

n ゲスト OS では、RDP ポート 3389 が開いている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択して右クリックし、 [Windows リモート デスクトップ ショートカット ファイルのダウンロード]
を選択します。

4 [RDP ショートカット ファイルをダウンロード]  ダイアログ ボックスで、 [はい]  をクリックします。

5 ファイルを保存する場所に移動し、 [保存]  をクリックします。
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6 ファイルをダブルクリックし、 [接続]  を選択します。

仮想マシンのスナップショットの作成

仮想マシンのスナップショットを作成することができます。スナップショットを作成したら、すべての仮想マシンを最新

のスナップショットに戻したり、スナップショットを削除したりできます。

スナップショットでは NIC 構成はキャプチャされません。

開始する前に

仮想マシンが独立したディスクに接続されていないことを確認します。

手順

1 [マイ クラウド]  >  [仮想マシン]  を選択します。

2 vApp を右クリックし、 [スナップショットの作成]  を選択します。

3 [OK]  をクリックします。

仮想マシンをスナップショットに戻す

仮想マシンを、スナップショットを作成した時点の状態に戻すことができます。

開始する前に

仮想マシンにスナップショットがあることを確認します。

手順

1 [マイ クラウド]  -  [仮想マシン]  を選択します。

2 vApp を右クリックし、 [スナップショットに戻す]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

仮想マシンのスナップショットの削除

仮想マシンのスナップショットを削除することができます。

手順

1 [マイ クラウド]  -  [仮想マシン]  を選択します。

2 vApp を右クリックし、 [スナップショットの削除]  を選択します。

3 [はい]  をクリックします。

vApp への仮想マシンのコピーまたは移動
仮想マシンを別の vApp にコピーまたは移動できます。仮想マシンをコピーする場合、コピー元の仮想マシンはソース
vApp に残されます。仮想マシンを移動する場合は、ソース vApp から削除されます。

開始する前に

仮想マシンの電源を切る必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択して右クリックし、 [コピー先]  または  [移動先]  を選択します。

vCloud Director ユーザー ガイド

92  VMware, Inc.



4 案内に従ってウィザードでの操作を完了します。

5 [完了]  をクリックします。

仮想マシンの削除

仮想マシンを組織から削除できます。

開始する前に

仮想マシンは電源を切っておく必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [削除]  を選択します。

4 [はい]  をクリックします。

仮想マシンのプロパティの編集

仮想マシンの名前と説明、CPU とメモリの設定、OVF 環境の設定など、仮想マシンのプロパティを編集できます。

n 仮想マシンの全般プロパティの変更 (P. 93)

仮想マシンの名前、説明、およびその他の全般プロパティは確認して変更することができます。

n 仮想マシンの CPU とメモリの変更 (P. 94)

仮想マシンの仮想 CPU とメモリの数は変更することができます。

n 仮想マシンの OVF 環境プロパティの変更 (P. 95)

ユーザー構成可能な OVF 環境プロパティが仮想マシンに含まれている場合、これらのプロパティを確認して変更す
ることができます。

n 仮想マシンのリソース割り当て設定の構成 (P. 95)

予約プール仮想データセンターでは、仮想マシン レベルでリソース割り当てを制御する機能をサポートします。必
要な権限を持つユーザーは、仮想マシンに割り当てられるリソースの量をカスタマイズできます。

n 仮想マシンのハード ディスクの変更 (P. 97)

仮想マシンに対しては、ハード ディスクの追加、ハード ディスクの編集、およびハード ディスクの削除を行うこ
とができます。

n 仮想マシンのネットワーク インターフェイスの変更 (P. 98)

仮想マシンに対しては、ネットワーク設定の変更、MAC アドレスのリセット、 ネットワーク インターフェイスの
追加、およびネットワーク インターフェイスの削除を行うことができます。

仮想マシンの全般プロパティの変更

仮想マシンの名前、説明、およびその他の全般プロパティは確認して変更することができます。

開始する前に

一部の全般プロパティを変更するには、仮想マシンをパワーオフする必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。
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4 [全般]  タブでプロパティを変更し、 [OK]  をクリックします。

オプション 説明

完全な名前 vCloud Director における仮想マシンの表示名。

コンピュータ名 ネットワーク上の仮想マシンを識別するゲスト OS におけるコンピュータ/ホスト名
セット。コンピュータ名に対する Windows OS の制限により、このフィールドは 15
文字に制限されています。

説明 必要に応じて入力する仮想マシンの説明。

オペレーティング システム ファミリ サポートされているオペレーティング システム ファミリが含まれているドロップダ
ウン リスト。

オペレーティング システム サポートされているオペレーティング システムが含まれているドロップダウン リスト。

仮想ハードウェア バージョン 仮想マシンの仮想ハードウェア バージョン。仮想マシンのハードウェアをアップグ
レードするには、 [次のバージョンにアップグレード]  を選択し、ハードウェア バー
ジョンを選択します。

仮想 CPU ホット アド 仮想 CPU ホット アドを有効化するには、チェック ボックスをオンにします。 これ
により、パワーオンされた仮想マシンに仮想 CPU を追加できるようになります。 こ
の機能は、特定のゲスト OS と仮想マシン ハードウェアのバージョンでのみサポート
されます。

メモリ ホット アド メモリ ホット アドを有効化するには、チェック ボックスをオンにします。 これによ
り、パワーオンされた仮想マシンにメモリを追加できるようになります。 この機能
は、特定のゲスト OS と仮想マシン ハードウェアのバージョンでのみサポートされま
す。

時間の同期 仮想マシンのゲスト OS と、それを実行している仮想データセンターとの間で、時間
の同期を有効化するには、チェック ボックスをオンにします。

 

仮想マシンの CPU とメモリの変更
仮想マシンの仮想 CPU とメモリの数は変更することができます。

仮想マシンでサポートされる仮想 CPU とメモリの数は、その仮想ハードウェアのバージョンによって異なります。

表 9-1.  仮想ハードウェアのバージョンと CPU/メモリのサポート

仮想ハードウェア バージョン 最大 CPU 数 最大メモリ数

HW4 4 64GB

HW7 8 255GB

HW8 32 1,011GB

メモリ ホット アドと仮想 CPU ホット アドが仮想マシンでサポートされていないかぎり、CPU やメモリを追加する前に
仮想マシンをパワーオフする必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ハードウェア]  タブをクリックし、仮想マシンに対して CPU の数とメモリの合計を設定します。

5 [OK]  をクリックします。
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仮想マシンの OVF 環境プロパティの変更
ユーザー構成可能な OVF 環境プロパティが仮想マシンに含まれている場合、これらのプロパティを確認して変更するこ
とができます。

仮想マシンを含んでいる vApp に、同じ名前のユーザー構成可能なプロパティの値が含まれている場合は、仮想マシンの
値が優先されます。

開始する前に

仮想マシンはパワーオフされており、その OVF 環境にユーザー構成可能なプロパティが含まれている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [カスタム プロパティ]  タブでプロパティを変更し、 [OK]  をクリックします。

仮想マシンのリソース割り当て設定の構成

予約プール仮想データセンターでは、仮想マシン レベルでリソース割り当てを制御する機能をサポートします。必要な権
限を持つユーザーは、仮想マシンに割り当てられるリソースの量をカスタマイズできます。

リソース割り当ての設定 (共有、予約、および制限) を使用し、仮想マシンに対して提供される CPU リソース、メモリ リ
ソース、およびストレージ リソースの量を決定します。ユーザーには、リソースを割り当てるためのオプションが複数あ
ります。

n 仮想マシンに対して特定量のメモリが仮想データセンターから提供されることを確認します。

n 特定の仮想マシンには他の仮想マシンよりも高い割合の仮想データセンター リソースが常に割り当てられることを
保証します。

n 仮想マシンに割り当てることができるリソースに上限を設定します。

リソース割り当て共有

共有により、vDC 内の仮想マシンの相対的な重要度が指定されます。仮想マシンでは、リソースの共有が別の仮想マシン
の 2 倍であり、これらの 2 つの仮想マシンがリソースを競い合う場合は、2 倍のリソースを消費する権利があります。

共有は、 [高] 、 [標準] 、または  [低]  として通常は指定されます。これらの値は、共有の値をそれぞれ 4:2:1 の比率で指
定します。(比重を表す) 特定の数の共有を各仮想マシンに割り当てるには、 [カスタム]  を選択することもできます。

仮想マシンに共有を割り当てる場合は、常にその仮想マシンの優先度を、その他のパワーオンされた仮想マシンに対して

相対的に指定します。

次の表は、仮想マシンに対する CPU とメモリのデフォルトの共有の値を示しています。

表 9-2.  共有の値

設定 CPU の共有の値 メモリの共有の値

高 仮想 CPU あたり 2000 の共有 1 メガバイトの構成された仮想マシン メモリあたり 20 の共有

標準 仮想 CPU あたり 1000 の共有 1 メガバイトの構成された仮想マシン メモリあたり 10 の共有

低 仮想 CPU あたり 500 の共有 1 メガバイトの構成された仮想マシン メモリあたり 5 の共有
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たとえば、ある仮想マシンに 2 つの仮想 CPU と 1GB の RAM があり、CPU とメモリの共有が  [標準]  に設定されている
場合、CPU の共有は 2x1000=2000、メモリの共有は 10x1024=10240 になります。

各共有によって表される相対的な優先度は、新規仮想マシンがパワーオンされると変更されます。これによって、同じ

vDC 内のすべての仮想マシンが影響を受けます。

リソース割り当て予約

予約により、仮想マシンに対して保証される最低限の割り当てが指定されます。

vCloud Director では、仮想マシンの予約を満たす未予約のリソースが十分にある場合にのみ、その仮想マシンをパワー
オンできます。vDC は、リソースが大量にロードされている場合でも、この量を保証します。予約は、具体的な単位 (メ
ガヘルツまたはメガバイト) で表されます。

たとえば、2GHz が使用可能であり、VM1 に 1GHz の予約を指定し、VM2 に 1GHz の予約を指定するとします。これ
で、各仮想マシンでは、必要な場合に 1GHz を取得することが保証されます。ただし、VM1 が 500MHz しか使用してい
ない場合は、VM2 が 1.5GHz を使用できます。

予約は、デフォルトで 0 に設定されます。最低限必要な量の CPU またはメモリを仮想マシンに対して常に利用可能にす
ることを保証する必要がある場合には、予約を指定できます。

リソース割り当て制限

制限によって、仮想マシンに割り当てることができる CPU リソースとメモリ リソースに対する上限が指定されます。

vDC では、仮想マシンに割り当てるリソースは予約のリソースより多いことができますが、システムに未使用のリソース
がある場合でも制限より多いリソースを割り当てることはありません。制限は、具体的な単位 (メガヘルツまたはメガバ
イト) で表されます。

CPU リソースとメモリ リソースの制限は、デフォルトでは無制限です。メモリの制限が無制限である場合、通常は、作
成時に仮想マシンに対して構成されたメモリの量が有効な制限になります。

ほとんどの場合、制限を指定する必要はありません。制限を指定すると、アイドル リソースを無駄にすることがありま
す。システムが活用されておらず、アイドル リソースが利用可能であっても、仮想マシンが制限を超えてリソースを使用
することはシステムによって許可されません。制限の指定は、特別な理由がある場合にのみ行うようにしてください。

仮想マシンのリソース割り当て設定の構成

リソース割り当ての設定 (共有、予約、および制限) を構成し、仮想マシンに対して提供される CPU リソース、メモリ リ
ソース、およびストレージ リソースの量を決定できます。

共有、予約、および制限に関する詳細は、「リソース割り当て共有 (P. 95)」、「リソース割り当て予約 (P. 96)」、および
「リソース割り当て制限 (P. 96)」をそれぞれ参照してください。

開始する前に

予約プール vDC。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [リソース割り当て]  タブをクリックし、CPU とメモリに対して優先度、予約、および制限を設定します。

5 [OK]  をクリックします。
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仮想マシンのハード ディスクの変更
仮想マシンに対しては、ハード ディスクの追加、ハード ディスクの編集、およびハード ディスクの削除を行うことがで
きます。

仮想マシンのハード ディスクの追加

仮想マシンに仮想ハード ディスクを追加できます。

仮想マシンはパワーオフされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ハードウェア]  タブの [ハード ディスク] セクションで、 [追加]  をクリックします。

5 ディスク サイズ、バス タイプ、バス番号、およびユニット番号を選択し、 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

仮想マシンをパワーオンし、 ゲスト OS ツールを使用して、新しいディスクのパーティション化と フォーマットを行いま
す。

仮想マシンのハード ディスクの編集

仮想マシンのハード ディスクのバス番号とユニット番号は変更することができます。

仮想マシンはパワーオフされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ハードウェア]  タブの [ハード ディスク] セクションで新しいバス番号またはユニット番号を選択し、 [OK]  をクリッ
クします。

仮想マシンのハード ディスクの削除

仮想マシンのハード ディスクは削除することができます。

仮想マシンはパワーオフされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ハードウェア]  タブの [ハード ディスク] セクションで  [削除]  をクリックした後、 [はい]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックします。

第 9 章 仮想マシンの操作

VMware, Inc.  97



仮想マシンのネットワーク インターフェイスの変更
仮想マシンに対しては、ネットワーク設定の変更、MAC アドレスのリセット、 ネットワーク インターフェイスの追加、
およびネットワーク インターフェイスの削除を行うことができます。

仮想マシンのバージョン 4 では NIC を 4 つまでサポートし、 仮想マシンのバージョン 7 および 8 では NIC を 10 個まで
サポートします。

ネットワーク インターフェイス設定の編集

仮想マシン NIC の切断、 NIC の接続先であるネットワークの変更、 プライマリ NIC の指定、および NIC に対する IP ア
ドレス モードの変更を行うことができます。

開始する前に

仮想マシンはパワーオフされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ハードウェア]  タブの  [NIC]  セクションで、各 NIC のネットワーク設定を指定します。

オプション 操作

接続中 NIC を切断するには、チェック ボックスをオフにします。

ネットワーク ドロップダウン メニューからネットワークを選択します。

プライマリ NIC プライマリ NIC を選択します。プライマリ NIC 設定では、 仮想マシンに対するデフォ
ルトで唯一のゲートウェイを指定します。 仮想マシンは、NIC を使用して、 その NIC
と同じネットワークに直接接続されているその他のマシンに接続できますが、 ゲート
ウェイ接続が必要とされるネットワーク上のマシンに接続するためには、 プライマ
リ NIC を使用します。

IP モード IP モードを選択します。
n [固定 - IP プール]  は、ネットワークの IP プールから IP アドレスを取り込みます。
n [固定 - 手動]  により、IP アドレスを指定できます。
n [DHCP]  は、DHCP サーバーから IP アドレスを取り込みます。

IP アドレス [固定 - 手動]  を選択した場合は、IP アドレスを入力します。
 

5 [OK]  をクリックします。

ネットワーク インターフェイス MAC アドレスのリセット

MAC アドレスが競合している場合や、 保存済みの状態をすばやく簡単に破棄する必要がある場合には、 ネットワーク イ
ンターフェイス MAC アドレスをリセットできます。

開始する前に

仮想マシンはパワーオフされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ハードウェア]  タブをクリックします。
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5 [NIC]  セクションで  [MAC アドレス]  ドロップダウン メニューをクリックし、 [リセット]  を選択します。

6 [OK]  をクリックします。

ネットワーク インターフェイスの追加

仮想マシンに 1 つまたは複数の仮想 NIC を追加することができます。

仮想マシン バージョン 4 では最大で 4 個、仮想マシン バージョン 7 および 8 では最大で 10 個の NIC をサポートしてい
ます。

サポートされているネットワーク アダプタのタイプの詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1001805 を参照し
てください。

開始する前に

仮想マシンはパワーオフされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ハードウェア]  タブの  [NIC]  セクションで、 [追加]  をクリックします。

5 (オプション) NIC 設定を変更します。

6 [OK]  をクリックします。

ネットワーク インターフェイスの削除

仮想マシンから NIC を削除することができます。

開始する前に

仮想マシンはパワーオフされている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ハードウェア]  タブの  [NIC]  セクションで、 [削除]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックします。

VMware Tools のインストール
VMware Tools は、共有フォルダをサポートしており、ゲスト オペレーティング システムと vCloud Director Web コ
ンソールを起動するマシンの間で、切り貼り操作ができます。

vCloud Director は、VMware Tools を使用してゲスト OS をカスタマイズします。VMware Tools を使用して、ポイ
ンタを仮想マシンのコンソール ウィンドウ内に移動したり、コンソール ウィンドウから移動したりできます。

VMware Tools をインストールするには、仮想マシンの電源が入っている必要があります。
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ゲスト OS のない新規仮想マシンへの VMware Tools のインストール
新しく作成した仮想マシンにゲスト OS がインストールされていない場合は、まずゲスト OS をインストールしてから
VMware Tools をインストールする必要があります。

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

開始する前に

ブランクの仮想マシンが存在する vApp を作成しておきます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  -  [開く]  を選択します。

3 [仮想マシン]  タブで、仮想マシンを選択して右クリックし、 [パワーオン]  を選択します。

4 仮想マシン コンソールにログインし、ゲスト OS をインストールします。

5 [VMware Tools]  をインストールします。

6 仮想マシンの電源を切ります。

7 仮想マシンを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

8 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオンにします。

9 仮想マシンの電源を入れます。

新規作成した仮想マシンのゲスト OS がカスタマイズされました。

vApp に VMware Tools をインストールする
vApp の仮想マシンに VMware Tools をインストールするには、そのプロセスを理解している必要があります。

仮想マシンを選択して右クリックし、 [VMware Tools のインストール]  を選択すると、vApp 内の電源が入っているゲ
スト仮想マシンで VMware Tools のインストールを実行できます。仮想マシンのコンソールを開き、インストールを続
行します。さまざまなゲスト OS にインストールする方法については、表 9-3.

表 9-3.  VMware Tools のインストール

操作 参照

Windows ゲストにインストールするには 「Windows ゲストでの VMware Tools のインストール (P. 107)」

Linux ゲストにインストールするには n 「RPM インストーラによる、X Window での Linux ゲストへ
の VMware Tools のインストール (P. 108)」

n 「tar インストーラまたは RPM インストーラによる Linux ゲス
トへの VMware Tools のインストール (P. 108)」

Solaris ゲストにインストールするには 「Solaris ゲストでの VMware Tools のインストール (P. 109)」

ゲスト仮想マシンの設定が vCloud Director と同期していない場合、またはゲストのカスタマイズの実行に失敗した場合
は、仮想マシンを選択して右クリックし、 [パワーオンして、再カスタマイズを適用]  を選択します。

vApp テンプレートで  [マイ クラウドへの追加]  または  [カタログからの追加]  を選択した場合、vApp テンプレートの
[プロパティ]  ページで利用できるオプションは以下のとおりです。

n [同一のコピーを作成]

n [仮想マシン設定をカスタマイズ]

vApp テンプレートは、vApp として組織に追加および保存されます。これらのオプションは、仮想マシンを使用すると
き、新規 vApp を作成するとき、または新規仮想マシンを追加するときには使用されません。
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vApp の仮想マシンへの VMware Tools のインストール
vApp の仮想マシンに VMware Tools がインストールされていないと、vApp のデプロイメントに失敗する可能性があり
ます。

開始する前に

vApp を停止する必要があります。

手順

1 ゲストのカスタマイズの無効化 (P. 101)

VMware Tools を vApp の仮想マシンにインストールするためには、ゲストのカスタマイズを無効にする必要があ
ります。

2 vApp の開始 (P. 101)

VMware Tools をインストールした後は、vApp を開始する必要があります。

3 VMware Tools のインストール (P. 102)

ゲスト オペレーティング システムをカスタマイズするには、仮想マシンに VMware Tools をインストールする必
要があります。

4 vApp の停止 (P. 102)

仮想マシンでのゲストのカスタマイズを有効にするには、vApp を停止する必要があります。

5 ゲストのカスタマイズの有効化 (P. 102)

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後は、ゲストのカスタマイズを有効にする
必要があります。

6 vApp の開始 (P. 103)

VMware Tools をインストールした後は、vApp を開始する必要があります。

ゲストのカスタマイズの無効化

VMware Tools を vApp の仮想マシンにインストールするためには、ゲストのカスタマイズを無効にする必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで  [仮想マシン]  を選択します。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで  [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオフにします。

vApp の開始

VMware Tools をインストールした後は、vApp を開始する必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

vApp 内の仮想マシンは、電源投入時にカスタマイズされます。ゲスト OS は、カスタマイズ時に必要に応じて再起
動されます。

3 vApp を選択して右クリックし、 [開始]  を選択します。
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VMware Tools のインストール

ゲスト オペレーティング システムをカスタマイズするには、仮想マシンに VMware Tools をインストールする必要があ
ります。

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

開始する前に

ゲストのカスタマイズは、関連する仮想マシンで無効になっている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [開く]  を選択します。

4 [仮想マシン]  タブで、仮想マシンを選択して右クリックし、 [パワーオン]  を選択します。

5 仮想マシンを選択して右クリックし、 [VMware Tools のインストール]  を選択します。

VMware Tools のインストールが実行されるか、Tools CD がマウントされます。仮想マシンのコンソールを開い
て、インストールを完了する必要があります。

VMware Tools がインストールされました。

vApp の停止

仮想マシンでのゲストのカスタマイズを有効にするには、vApp を停止する必要があります。

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

開始する前に

vApp を開始している必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 仮想マシンの電源を切ります。

3 vApp を選択し、右クリックして  [停止]  を選択します。

vApp が停止されます。

ゲストのカスタマイズの有効化

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後は、ゲストのカスタマイズを有効にする必要
があります。

手順

1 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオンにします。

2 ダイアログ ボックス内の関連する他のチェック ボックスをオンにします。
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vApp の開始

VMware Tools をインストールした後は、vApp を開始する必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

vApp 内の仮想マシンは、電源投入時にカスタマイズされます。ゲスト OS は、カスタマイズ時に必要に応じて再起
動されます。

3 vApp を選択して右クリックし、 [開始]  を選択します。

vApp テンプレートの VMware Tools のインストール
ゲストのカスタマイズが有効な仮想マシンで VMware Tools をインストールできます。

開始する前に

ゲストのカスタマイズは、仮想マシンの  [プロパティ]  ページで有効にします。

手順

1 vApp テンプレートの vApp としての保存 (P. 103)

VMware Tools を vApp にインストールするには、vApp として保存する必要があります。

2 ゲストのカスタマイズの無効化 (P. 104)

VMware Tools を仮想マシンにインストールする前に、まずゲストのカスタマイズを無効にする必要があります。

3 VMware Tools のインストール (P. 104)

ゲスト オペレーティング システムをカスタマイズするには、仮想マシンに VMware Tools をインストールする必
要があります。

4 ゲストのカスタマイズの有効化 (P. 104)

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後は、ゲストのカスタマイズを有効にする
必要があります。

5 vApp のカタログへの追加 (P. 105)

VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後、更新された vApp を自分のカタログに追加できます。

vApp テンプレートの vApp としての保存

VMware Tools を vApp にインストールするには、vApp として保存する必要があります。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 [vApp テンプレート]  タブで、vApp テンプレートを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [同一のコピーを作成]  を選択します。

4 vApp テンプレートを選択し、右クリックして  [マイ クラウドに追加]  を選択します。

vApp テンプレートが vApp として保存されました。

次に進む前に

VMware Tools をインストールする必要があります。
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ゲストのカスタマイズの無効化

VMware Tools を仮想マシンにインストールする前に、まずゲストのカスタマイズを無効にする必要があります。

手順

1 [vApp]  ページで vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

2 [マイ クラウド]  >  [vApp]  を選択します。

3 vApp で仮想マシンを選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

4 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで  [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスおよび必要に応じて他の
チェック ボックスをオフにします。

5 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

6 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで  [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオフにします。

7 vApp を選択し、右クリックして  [開始]  を選択します。

VMware Tools のインストール

ゲスト オペレーティング システムをカスタマイズするには、仮想マシンに VMware Tools をインストールする必要があ
ります。

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

開始する前に

ゲストのカスタマイズは、関連する仮想マシンで無効になっている必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

3 vApp を選択して右クリックし、 [開く]  を選択します。

4 [仮想マシン]  タブで、仮想マシンを選択して右クリックし、 [パワーオン]  を選択します。

5 仮想マシンを選択して右クリックし、 [VMware Tools のインストール]  を選択します。

VMware Tools のインストールが実行されるか、Tools CD がマウントされます。仮想マシンのコンソールを開い
て、インストールを完了する必要があります。

VMware Tools がインストールされました。

ゲストのカスタマイズの有効化

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後は、ゲストのカスタマイズを有効にする必要
があります。

手順

1 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオンにします。

2 ダイアログ ボックス内の関連する他のチェック ボックスをオンにします。
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vApp のカタログへの追加

VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後、更新された vApp を自分のカタログに追加できます。

手順

1 vApp を選択し、右クリックして  [停止]  を選択します。

2 vApp を選択し、右クリックして  [vApp のカタログへの追加]  を選択します。

3 vApp テンプレートを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [仮想マシン設定をカスタマイズ]  または  [同一のコピーを作成]  を選択します。

5 (オプション) 必要に応じて、前のバージョンの vApp テンプレートを削除します。

ゲストのカスタマイズが無効になっている状態で VMware Tools をインストールする
ゲストのカスタマイズが無効になっているときに、vApp テンプレートに VMware Tools をインストールできます。

開始する前に

ゲストのカスタマイズは、仮想マシンの  [プロパティ]  ページで無効になっている必要があります。

手順

1 vApp テンプレートの vApp としての保存 (P. 105)

VMware Tools を vApp にインストールするには、vApp として保存する必要があります。

2 VMware Tools のインストールまたはアップグレード (P. 106)

VMware Tools をインストールするか、仮想マシンの現在のバージョンをアップグレードできます。

3 ゲストのカスタマイズの有効化 (P. 106)

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後は、ゲストのカスタマイズを有効にする
必要があります。

4 vApp のカタログへの追加 (P. 106)

VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後、更新された vApp を自分のカタログに追加できます。

vApp テンプレートの vApp としての保存

VMware Tools を vApp にインストールするには、vApp として保存する必要があります。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 [vApp テンプレート]  タブで、vApp テンプレートを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

3 [同一のコピーを作成]  を選択します。

4 vApp テンプレートを選択し、右クリックして  [マイ クラウドに追加]  を選択します。

vApp テンプレートが vApp として保存されました。

次に進む前に

VMware Tools をインストールする必要があります。
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VMware Tools のインストールまたはアップグレード

VMware Tools をインストールするか、仮想マシンの現在のバージョンをアップグレードできます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  を選択します。

3 [vApp]  ページで vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

4 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

5 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスおよび必要に応じてその
他のチェック ボックスをオフにします。

6 仮想マシンを右クリックし、 [VMware Tools のインストール]  を選択します。

ゲストのカスタマイズの有効化

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後は、ゲストのカスタマイズを有効にする必要
があります。

手順

1 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオンにします。

2 ダイアログ ボックス内の関連する他のチェック ボックスをオンにします。

vApp のカタログへの追加

VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後、更新された vApp を自分のカタログに追加できます。

手順

1 vApp を選択し、右クリックして  [停止]  を選択します。

2 vApp を選択し、右クリックして  [vApp のカタログへの追加]  を選択します。

3 vApp テンプレートを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [仮想マシン設定をカスタマイズ]  または  [同一のコピーを作成]  を選択します。

5 (オプション) 必要に応じて、前のバージョンの vApp テンプレートを削除します。

VMware Tools のアップグレード
vApp の仮想マシンにインストールされた VMware Tools のバージョンが 7299 より古い場合は、アップグレードする必
要があります。

VMware Tools のアップグレードでは、既存の VMware Tools バージョンをアンインストールし、オペレーティング シ
ステムにマウントした CD から新しいバージョンをインストールする必要がある場合があります。このプロセスは、自動
的に行うこともできます。

開始する前に

vApp を停止する必要があります。

手順

1 新しいバージョンの VMware Tools のインストール (P. 107)

ゲストのカスタマイズを無効にした後、VMware Tools をアップグレードできます。
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2 ゲストのカスタマイズの有効化 (P. 107)

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後は、ゲストのカスタマイズを有効にする
必要があります。

3 vApp の開始 (P. 107)

VMware Tools をインストールした後は、vApp を開始する必要があります。

新しいバージョンの VMware Tools のインストール

ゲストのカスタマイズを無効にした後、VMware Tools をアップグレードできます。

手順

1 vApp を選択し、右クリックして  [開始]  を選択します。

2 仮想マシンを選択して右クリックし、 [VMware Tools のインストール]  を選択します。

プロセスは、オペレーティング システムに応じて異なります。

ゲストのカスタマイズの有効化

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードした後は、ゲストのカスタマイズを有効にする必要
があります。

手順

1 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオンにします。

2 ダイアログ ボックス内の関連する他のチェック ボックスをオンにします。

vApp の開始

VMware Tools をインストールした後は、vApp を開始する必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  をクリックします。

vApp 内の仮想マシンは、電源投入時にカスタマイズされます。ゲスト OS は、カスタマイズ時に必要に応じて再起
動されます。

3 vApp を選択して右クリックし、 [開始]  を選択します。

Windows ゲストでの VMware Tools のインストール
vCloud Director は、VMware Tools を使用して、Windows ゲスト オペレーティング システムをカスタマイズします。

開始する前に

n VMware Remote Console プラグインをインストールしておきます。

n 仮想マシンはパワーオフである必要があります。

n パワーオフになっている仮想マシンに VMware Tools をインストールするオプションを無効にしている必要があり
ます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択して右クリックし、 [VMware Tools のインストール]  を選択します。
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4 案内に従って、インストール ウィザードを完了します。

5 [完了]  をクリックします。

6 仮想マシンを再起動します。

RPM インストーラによる、X Window での Linux ゲストへの VMware Tools のインストール
RPM インストーラを使用して、Linux ゲスト OS に VMware Tools をインストールできます。

開始する前に

VMware Remote Console プラグインをインストールしておきます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 Linux 仮想マシンを選択して右クリックし、 [ポップアウト コンソール]  を選択します。

4 ゲスト OS で、RPM インストーラを起動します。

n デスクトップの VMware Tools CD アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のルートにある RPM インストー
ラをダブルクリックします。

n ファイル マネージャ ウィンドウで RPM インストーラをダブルクリックします。

5 root のパスワードを入力し、 [OK]  をクリックします。

6 パッケージが準備されたら、 [続行]  をクリックします。

VMware Tools がインストールされても、確認メッセージや  [完了]  ボタンは表示されません。

7 X Window で、root として vmware-config-tools.pl スクリプトを実行して VMware Tools を構成します。

8 Enter を押してデフォルト値を受け入れます。

9 アップグレードが完了したら、/etc/init.d/network と入力してネットワークを再起動します。

10 exit と入力します。

11 VMware Tools のコントロール パネルを開くには、vmware-toolbox & と入力します。

tar インストーラまたは RPM インストーラによる Linux ゲストへの VMware Tools のインス
トール

tar コマンドまたは RPM インストーラを使用して、tar または RPM により Linux ゲスト OS に VMware Tools をイン
ストールできます。

開始する前に

n VMware Remote Console プラグインをインストールしておきます。

n 仮想マシンはパワーオンされている必要があります。

n 既存のインストール環境を使用する場合は、新規インストールの前に vmware-tools-distrib ディレクトリを削
除します。このディレクトリの場所は、以前のインストール時に指定した場所 (tmp/vmware-tools-distrib な
ど) によって決まります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。
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3 Linux 仮想マシンを選択して右クリックし、 [VMware Tools のインストール]  を選択します。

4 仮想マシンをもう一度右クリックし、 [ポップアウト コンソール]  をクリックします。

5 ゲスト OS で、root (su-) としてログインし、VMware Tools の仮想 CD-ROM イメージをマウントし、作業ディ
レクトリ (たとえば、 /tmp) に移動します。

一部の Linux ディストリビューションでは、CD-ROM が自動的にマウントされます。ディストリビューションで自
動マウントを使用している場合は、mount コマンドと unmount コマンドを使用しないでください。まだ VMware
Tools インストーラを /tmp に untar する必要があります。Linux ディストリビューションによっては、デバイス名
が異なっていたり、/dev ディレクトリの構造が異なっていたりする場合があります。使用する CD-ROM ドライブ
が /dev/cdrom でない場合や、CD-ROM のマウント ポイントが /mnt/cdrom でない場合は、ディストリビュー
ションで使用されている規則が反映されるようにコマンドを修正してください。

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /tmp

6 インストーラを展開し、CD-ROM イメージをアンマウントします。

tar がインストールされている状態で RPM をインストールする場合、またはその逆のインストールを行う場合、イ
ンストーラが以前のインストールを検出し、インストーラ データベースのフォーマットを変換してからインストー
ルを続行する必要があります。

オプション 操作

tar インストーラの場合 コマンド プロンプトで、
tar zxpf /mnt/cdrom/VMwareTools-8.5.1-<xxxxxx>.tar.gz
unmount /dev/cdrom と入力します。ここでは、<xxxxxx> は、そのリリース
のビルドまたはリビジョンの番号です。

RPM インストーラの場合 コマンド プロンプトで、
tar zxpf /mnt/cdrom/VMwareTools-8.5.1-
<xxxxxx>.i386.gz unmount  /dev/cdrom と入力します。ここでは、
<xxxxxx> は、そのリリースのビルドまたはリビジョンの番号です。

 

7 インストーラを実行します。

オプション 操作

tar インストーラの場合 cd vmware-tools-distrib./vmware-install.pl と入力します。
Enter を押してデフォルト値を受け入れます。

RPM インストーラの場合 VMware Tools を構成し、vmware-config-tools.pl と入力します。Enter
を押してデフォルト値を受け入れます。

 

8 アップグレードが完了したら、/etc/init.d/network restart を実行してネットワークを再起動します。

9 exit と入力します。

10 グラフィカル環境を起動します。

11 X Window で、vmware-toolbox & を実行します。

Solaris ゲストでの VMware Tools のインストール
VMware Tools を Solaris ゲスト OS にインストールできます。

開始する前に

VMware Remote Console プラグインをインストールしておきます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。
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2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 Solaris 仮想マシンを選択して右クリックし、 [VMware Tools のインストール]  を選択します。

4 [ポップアウト コンソール]  をクリックします。

5 仮想マシンで、root としてログインし、必要であれば VMware Tools の仮想 CD-ROM イメージをマウントします。

Solaris のボリューム マネージャ vold により、/cdrom/vmwaretools の下に CD-ROM がマウントされます。

6 CD-ROM がマウントされない場合は、次のコマンドを実行してボリューム マネージャを再起動してください。

n /etc/init.d/volmgt stop

n /etc/init.d/volmgt start

7 CD-ROM のマウント後、作業ディレクトリ (/tmp など) に移動して VMware Tools を展開します。

n cd /tmp

n gunzip -c /cdrom/vmwaretools/vmware-solaris-tools.tar.gz | tar xf -

8 VMware Tools の tar インストーラを実行します。

n cd vmware-tools-distrib

n ./vmware-install.pl

9 Enter を押してデフォルト値を受け入れます。

10 exit と入力します。

11 グラフィカル環境を起動します。

12 X Window で、vmware-toolbox & と入力します。

ゲスト OS
ゲスト OS は、仮想マシンの内部で動作するオペレーティング システムです。仮想マシンにゲスト OS をインストール
し、vApp テンプレートから作成された仮想マシンでのゲスト OS のカスタマイズを制御できます。

「ゲスト OS のサポート (P. 117)」 に、サポートされるゲスト OS のリストと、カスタマイズが自動か手動のいずれであ
るかを示します。

ゲスト OS のインストール
ゲスト OS により、使用可能なオペレーティング システムを基盤とする仮想マシンを管理できます。

開始する前に

適切なメディア ファイルがカタログに存在する必要があります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択して右クリックし、 [CD/DVD を挿入]  を選択します。

4 上部のパネルで使用可能なメディア ファイルを選択するか、ファイルを選択して下部のパネルの vDC に追加します。

5 [OK]  をクリックします。

6 仮想マシン名をポイントし、Ctrl + Alt + Del を押して ISO イメージから起動し、オペレーティング システム イン
ストーラを起動します。

7 仮想マシン コンソールで、インストールを完了するのに必要な情報を入力します。
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8 [完了]  をクリックします。

ゲスト OS のカスタマイズ
ゲスト OS をカスタマイズするとき、必要なオペレーティング システムを使用して仮想マシンをセットアップできます。

vCloud Director は、vApp テンプレートから作成された仮想マシンのゲスト オペレーティング システムのネットワー
ク設定をカスタマイズできます。ゲスト オペレーティング システムをカスタマイズするとき、マシン名やネットワーク
が競合することなく、同じ vApp テンプレートに基づいて、複数の一意の仮想マシンを作成およびデプロイできます。

ゲストのカスタマイズの前提条件に合わせて vApp テンプレートを構成し、そのテンプレートに基く vApp に仮想マシン
を追加すると、vCloud Director によってゲストのカスタマイズ ツールのパッケージが作成されます。仮想マシンをデプ
ロイし、初めて起動すると、vCloud Director はパッケージをコピーしてツールを実行し、仮想マシンからパッケージを
削除します。

ゲストのカスタマイズについて

ゲスト OS をカスタマイズする場合には、いくつかの設定とオプションについて理解しておく必要があります。

[ゲストのカスタマイズを有効化] チェック ボックス

このチェック ボックスは、仮想マシンの  [プロパティ]  ページの  [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブに表示されます。ゲ
ストのカスタマイズの目標は、 [プロパティ]  ページで選択したオプションに基づいて構成することです。このチェック
ボックスをオンにすると、必要に応じて、ゲストのカスタマイズと再カスタマイズが実行されます。

このプロセスは、コンピュータ名、ネットワーク設定、管理者/root パスワードの設定および期限切れ、Windows オペ
レーティング システムの SID 変更などのゲストのカスタマイズ機能のすべてが正常に働くようにするために必要です。
[電源を入れて、再カスタマイズを適用]  を正常に機能させるために、このオプションを選択してください。

このチェック ボックスがオンの場合に vCloud Director での仮想マシンの構成パラメータがゲスト OS での設定と同期
されていないと、仮想マシンの  [プロパティ]  ページの  [プロファイル]  タブには、ゲスト OS との間で設定が同期されて
おらず、仮想マシンでゲストのカスタマイズが必要であることが表示されます。

vApp および仮想マシンでのゲストのカスタマイズの動作

チェック ボックスをオフにしておきます。

n [ゲストのカスタマイズを有効化]

n Windows ゲスト OS では、 [SID を変更]

n [パスワードのリセット]

カスタマイズを実行する場合 (または、ゲスト OS に反映が必要なネットワークの設定を変更した場合) は、 [ゲストのカ
スタマイズを有効化]  チェック ボックスをオンにし、仮想マシンの  [プロパティ]  ページの  [ゲスト OS のカスタマイズ]
タブでオプションを設定できます。vApp テンプレートの仮想マシンを使用して新規 App を作成して仮想マシンを追加
すると、その vApp テンプレートは構成要素として機能します。カタログから新規 vApp に仮想マシンを追加すると、そ
の仮想マシンでは、ゲストのカスタマイズがデフォルトで有効になります。カタログから vApp テンプレートを vApp と
して保存すると、仮想マシンでは、 [ゲストのカスタマイズを有効化しますか?]  チェック ボックスがオンの場合にのみゲ
ストのカスタマイズが有効になります。

以下に、ゲストのカスタマイズ設定のデフォルト値を示します。

n [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスは、カタログ内のソース仮想マシンと同じです。

n Windows のゲスト仮想マシンの場合、 [SID を変更]  は、カタログ内のソース仮想マシンと同じです。

n パスワードのリセット設定は、カタログ内のソース仮想マシンと同じです。

必要に応じて、vApp を開始する前に  [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオフにすることができます。

ゲスト OS のインストールを保留しているブランクの仮想マシンを vApp に追加すると、それらの仮想マシンはカスタマ
イズの準備がまだできていないため、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスはデフォルトでオフに設定さ
れます。
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ゲスト OS と VMware Tools をインストールした後は、仮想マシンの電源を切り、vApp を停止し、 [ゲストのカスタマ
イズを有効化]  チェック ボックスをオンにして、vApp と仮想マシンを開始してゲストのカスタマイズを実行できます。

カスタマイズした仮想マシンで仮想マシン名とネットワーク設定を更新すると、その仮想マシンは次回の電源投入時に再

カスタマイズされて、ゲストの仮想マシンと vCloud Director が再同期されます。

vApp テンプレートを vApp として保存するときにゲスト OS をカスタマイズする

vApp テンプレートでゲスト OS をカスタマイズする前に、適用する設定を理解する必要があります。

[vApp テンプレートのプロパティ]  ページで、 [このテンプレートから vApp を作成する場合、以下の操作を実行できま
す]  オプションに対して  [仮想マシン設定をカスタマイズ]  を選択し、 [マイ クラウドへの追加]  または  [カタログからの
追加]  を選択した場合、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスはデフォルトでオンになり、ゲストのカス
タマイズが実行されます。

以下は、ゲストのカスタマイズ設定のデフォルト値です。

n [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスはオンです。

n Windows のゲスト仮想マシンでは、 [SID を変更]  オプションはカタログ内のソース仮想マシンと同じです。

n パスワードのリセット設定は、カタログ内のソース仮想マシンと同じです。

vApp テンプレートの  [プロパティ]  ページで  [同一のコピーを作成]  を選択し、 [マイ クラウドへの追加]  を選択する
と、カスタマイズが有効にされているかどうかに関係なく、vApp テンプレートの設定が新規 vApp に適用されます。

以下は、ゲストのカスタマイズ設定のデフォルト値です。

n [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスはオフです。

n Windows のゲスト仮想マシンの  [SID を変更]  チェック ボックスはオフです。

n パスワードのリセット設定はオフです。

カタログにインポートまたはアップロードした後のデフォルト値は、以下のとおりです。

n vApp の  [仮想マシン設定をカスタマイズ]  チェック ボックスはオンです。

n 仮想マシンの  [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスはオンです。

n Windows ゲスト仮想マシンの  [SID を変更]  チェック ボックスはオンです。

n 仮想マシンのパスワードのリセット設定は、デフォルトでオンです。

ユーザーは vApp テンプレートの所有者で、カタログにインポートまたはアップロードをする場合、vApp の仮想マシン
にインストールされている VMware Tools のバージョンを確認する必要があります。確認するには、vApp テンプレート
を選択して右クリックし、 [開く]  を選択します。Tools のバージョンは、 [VMware Tools]  列に表示されます。 [仮想マ
シン設定をカスタマイズ]  を選択する場合、VMware Tools はすべての仮想マシンにインストールされている必要があり
ます。詳細については、「VMware Tools のインストール (P. 99)」を参照してください。

ゲストのカスタマイズの有効化または無効化

仮想マシンまたは vApp テンプレートでのゲストのカスタマイズを無効にすることができます。

開始する前に

VMware Tools がインストールされました。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [vApp]  または  [仮想マシン]  をクリックします。

3 vApp または仮想マシンを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。
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4 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオンまたはオフにしま
す。

5 [OK]  をクリックします。

選択した仮想マシンでのゲストのカスタマイズが有効または無効になります。

vApp テンプレートでの仮想マシンのゲストのカスタマイズ設定の変更

仮想マシンを構成要素として使用して新規 vApp を作成する場合は、vApp テンプレートでの仮想マシンのゲストのカス
タマイズ設定を変更できます。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 [vApp テンプレート]  タブで vApp テンプレートを選択し、右クリックして  [マイ クラウドへの追加]  を選択します。

vApp テンプレートは vApp として保存されます。

3 vApp を選択して右クリックし、 [開く]  を選択します。

4 [仮想マシン]  タブで、仮想マシンを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

5 [ゲストのカスタマイズ OS]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオンまたはオフにし
て、 [OK]  をクリックします。

6 vApp を選択して右クリックし、 [カタログへの追加]  を選択します。

vApp は、選択したカタログの vApp テンプレートとして保存されます。

仮想マシンの電源投入と再カスタマイズの適用

ゲストの仮想マシンの設定が vCloud Director と同期していない場合や、ゲストのカスタマイズ実行の試みが失敗した場
合、仮想マシンの電源を入れて再カスタマイズを適用できます。

少なくとも vApp ユーザーである必要があります。

注意    [SID を変更]  チェック ボックスを選択した場合、SID の変更がゲストの仮想マシンで行われます。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 [vApp]  で vApp を選択し、右クリックして  [開く]  を選択します。

3 [仮想マシン]  タブで仮想マシンを選択し、右クリックして  [パワーオンして、再カスタマイズを適用]  を選択します。

仮想マシンが再カスタマイズされます。

Windows NT vApp テンプレートのカスタマイズ

Windows NT vApp テンプレートは手動でカスタマイズする必要があります。

開始する前に

n 最低限の NT SP6 がインストールされていることを確認します。

n VMware Tools がインストールされていることを確認します。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 [vApp テンプレート]  タブで、vApp テンプレートを選択します。
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3 右クリックし、 [マイ クラウドへの追加]  を選択します。

4 ゲスト OS で、仮想マシンをシャットダウンします。

5 仮想マシンの電源を切り、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスがオンになっていることを確認しま
す。

仮想マシンの NIC が none ネットワークに設定されていないことを確認する必要があります。

6 vApp を起動し、仮想マシンの電源を入れます。

カスタマイズ CD は、仮想マシンの電源が入ると自動的にマウントされます。

7 CD ROM を右クリックし、 [自動再生]  を選択します。

この手順では、deployPkg.dll を WINNT フォルダにコピーします。

8 仮想マシンの電源を切ります。

9 vApp を停止します。

10 vApp テンプレートを右クリックし、 [カタログにコピー]  を選択します。

11 (オプション) コピー元の vApp テンプレートを削除します。

ゲストにファイルをコピーしてカスタマイズ用の仮想マシン テンプレートを準備するスクリプトが開始されます。

注意   新規 Windows NT vApp テンプレートを追加する場合、手順 4 から 7 を一度だけ実行する必要があります。これ
らの仮想マシンをコピーして作成されたカタログ内のその他の仮想マシンに対し、この手順を繰り返す必要はありません。

Solaris vApp テンプレートのカスタマイズ

Solaris vApp テンプレートは手動でカスタマイズする必要があります。

開始する前に

VMware Tools がインストールされていることを確認します。

手順

1 [カタログ] をクリックします。

2 vApp テンプレートを選択して右クリックし、 [マイ クラウドへの追加]  を選択します。

3 ゲスト OS で、仮想マシンをシャットダウンします。

4 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスがオンになっていることを確認し、仮想マシンの電源を切ります。

5 vApp を起動し、仮想マシンの電源を入れます。

カスタマイズ CD は、仮想マシンの電源が入ると自動的にマウントされます。

6 Solaris ゲスト OS にログインします。

7 ターミナルで、次のコマンドを実行します。コマンドの大文字と小文字は区別されます。

/etc/init.d/volmgt stop
/etc/init.d/volmgt start
sh /cdrom/cdrom/customize-guest.sh install
eject cdrom

8 shutdown -y -g0 -i5 を実行し、ゲスト OS 内から仮想マシンをシャットダウンします。

9 vApp を停止します。

10 vApp テンプレートを選択して右クリックし、 [カタログにコピー]  を選択します。

11 (オプション) コピー元の vApp テンプレートを削除します。
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ゲストにファイルをコピーしてカスタマイズ用の仮想マシン テンプレートを準備するスクリプトが開始されます。

注意   新規 Solaris vApp テンプレートを追加する場合、手順 4 から 7 を一度だけ実行する必要があります。これらの仮
想マシンをコピーして作成されたカタログ内のその他の仮想マシンに対し、この手順を繰り返す必要はありません。

カスタマイズ スクリプトのアップロード

カスタマイズ スクリプトを仮想マシンにアップロードできます。スクリプトは、vApp テンプレートに基づく仮想マシン
をデプロイするときに、ゲストのカスタマイズの前後に実行します。

仮想マシンにカスタマイズ スクリプトを追加した場合、そのスクリプトが次のような状況で呼び出されます。

n 初期カスタマイズおよび強制再カスタマイズの場合のみ。

n ゲスト カスタマイズが開始される前に、「precustomization」コマンド ライン パラメータを使用した場合。

n ゲスト カスタマイズの完了後、「postcustomization」コマンド ライン パラメータを使用した場合。

カスタマイズ スクリプトは、1500 文字を超えることができません。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 右側のペインで、仮想マシンを選択して右クリックし、 [プロパティ]  を選択します。

4 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブにある  [カスタマイズ スクリプト]  パネルで、 [参照]  をクリックします。

5 スクリプト ファイルに移動し、 [開く]  をクリックします。

ファイルは、Windows 仮想マシンの場合はバッチ ファイル、Unix 仮想マシンの場合はシェル スクリプトである必
要があります。

6 [OK]  をクリックします。

例: カスタマイズ スクリプトの例

Windows バッチ ファイルの例:

 @echo off 
if "%1%" == "precustomization" ( 
echo Do precustomization tasks 
) else if "%1%" == "postcustomization" ( 
echo Do postcustomization tasks 
)

Unix シェル スクリプトの例:

 #!/bin/sh 
if [ x$1 == x"precustomization" ]; then 
echo Do Precustomization tasks 
elif [ x$1 == x"postcustomization" ]; then 
echo Do Postcustomization tasks 
fi 

仮想マシンのパスワードのリセット

仮想マシンのパスワードをリセットできます。

開始する前に

仮想マシンのゲスト OS がカスタマイズされていて、仮想マシンがパワーオフされている必要があります。

第 9 章 仮想マシンの操作

VMware, Inc.  115



手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。

3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスをオンにします。

5 [ローカル管理者パスワードを許可]  チェック ボックスを選択します。

6 初回ログイン時にすべての管理者にパスワードを変更させるには、 [初回ログイン時にパスワードの変更を管理者に
要求]  チェック ボックスを選択します。

管理者は古いパスワードを知っておく必要があります。

7 パスワードの生成を自動化するかどうかを決定します。

特定のパスワードを使用するには、 [パスワードを指定]  を選択してそのパスワードを入力します。

8 (オプション) 特定のパスワードを使用するには、 [パスワードを指定]  を選択してそのパスワードを入力します。

9 [OK]  をクリックします。

仮想マシンのパスワードがリセットされます。

Windows でのドメインへの参加の要件

自動的なドメインへの参加機能にはいくつかの要件があります。

Windows 2000 では、カスタマイズ中に、ネットワークのカスタマイズが行われる前に、Microsoft Sysprep がドメイ
ンへの参加を試みます。そのため、ソース仮想マシンのネットワーク プロパティを使用してドメインへの参加が試みられ
ます。

n ソース仮想マシンのネットワーク プロパティでドメイン コントローラが解決できない場合、ドメインへの参加は失
敗します。

n ソース仮想マシンが手動で構成された DNS を使用して構成された場合、手動で構成された DNS がネットワーク上
に存在しない場合でも、ドメイン コントローラを解決するためにその DNS が検索されます。この DNS が見つから
なかった場合、ドメインへの参加は失敗します。

n ソースとなる Windows 2000 の仮想マシンが DHCP を使用して構成された場合、ドメイン コントローラを解決す
るために新しいネットワーク DHCP が使用されます。この場合、DHCP に対して構成された DNS がドメイン コン
トローラを解決できれば、ドメインへの参加は成功します。

Microsoft Windows XP 以降のカスタマイズ中は、ソースとなる仮想マシンやネットワークの設定に関係なく、ドメイン
への参加を試みる前に、Microsoft Sysprep はゲストをリセットして DHCP に対するネットワーク設定を構成します。
自動的なドメインへの参加を成功させるためには、ネットワークの DHCP がドメイン コントローラを解決できる必要が
あります。

ゲスト オペレーティング システムのカスタマイズ中に Windows ゲスト ドメインに参加する

ゲスト OS をカスタマイズするときに、仮想マシンを Windows ゲスト ドメインに参加させることができます。

開始する前に

仮想マシンの  [プロパティ]  ページで、 [ゲストのカスタマイズを有効化]  チェック ボックスがオンになっている必要が
あります。

手順

1 [マイ クラウド]  をクリックします。

2 左側のペインで、 [仮想マシン]  をクリックします。
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3 仮想マシンを選択し、右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

4 [ゲスト OS のカスタマイズ]  タブで、 [この仮想マシンを有効化してドメインに参加させる]  チェック ボックスをオ
ンにします。

[組織設定のオーバーライド]  はデフォルトで選択されています。

5 ドメイン名、ユーザー名、およびパスワードを入力します。

6 [カスタマイズ スクリプト]  で  [参照]  をクリックして、ローカルに保存されているファイルをアップロードします。

7 [OK]  をクリックします。

選択された仮想マシンが、Windows ゲスト ドメインに参加します。

ゲスト OS のサポート
vCloud Director では、仮想マシン テンプレートおよび仮想マシンにおいてさまざまな 32 ビットおよび 64 ビットのオ
ペレーティング システムをサポートしています。VMware では、バージョン 9 を使用することをお勧めしますが、バー
ジョン 4 の仮想マシンをインポートすることもできます。

Microsoft Windows ゲスト OS のサポート、32 ビットのサポート

32 ビットの Windwos オペレーティング システムについては、表 9-4 に、32 ビット Windows ゲスト OS での仮想マ
シンのバージョン、およびゲストのカスタマイズが自動または手動のいずれであるかを示します。

表 9-4.  Microsoft Windows ゲスト OS のサポート、32 ビットのサポート

オペレーティング システム 仮想マシンのバージョン カスタマイズのサポート

Microsoft Windows 8 バージョン 9 自動

Microsoft Windows 7 バージョン 9 自動

Microsoft Windows Server 2008 バージョン 9 自動

Microsoft Windows Server 2003、
Enterprise Edition

バージョン 9 自動

Microsoft Windows Server 2003、
Datacenter Edition

バージョン 9 自動

Microsoft Windows Server 2003、
Standard Edition

バージョン 9 自動

Microsoft Windows Server 2003、Web
Edition

バージョン 9 自動

Microsoft Windows Small Business
Server 2003

バージョン 9 自動

Microsoft Windows Vista バージョン 9 自動

Microsoft Windows XP Professional バージョン 9 自動

Microsoft Windows 2000 Advanced
Server

バージョン 9 自動

Microsoft Windows 2000 Server バージョン 9 自動

Microsoft Windows 2000 Professional バージョン 9 自動

Microsoft Windows ゲスト OS のサポート、64 ビットのサポート

64 ビットの Windows ゲスト OS については、表 9-5 に、仮想マシンのバージョン、およびゲストのカスタマイズが自
動または手動のいずれであるかを示します。
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表 9-5.  Microsoft Windows ゲスト OS のサポート、64 ビットのサポート

オペレーティング システム 仮想マシンのバージョン カスタマイズのサポート

Microsoft Windows 8 バージョン 9 自動

Microsoft Windows 7 バージョン 9 自動

Microsoft Server 2008 R2 バージョン 9 自動

Microsoft Windows Server 2008 バージョン 9 自動

Microsoft Windows Server 2003、
Enterprise Edition

バージョン 9 自動

Microsoft Windows Server 2003、
Datacenter Edition

バージョン 9 自動

Microsoft Windows Server 2003、
Standard Edition

バージョン 9 自動

Microsoft Windows Vista バージョン 9 自動

Microsoft Windows XP Professional バージョン 9 自動

UNIX/Linux ゲスト OS のサポート、32 ビットのサポート

32 ビットの UNIX および Linux ゲスト OS については、表 9-6 に、仮想マシンのバージョン、およびゲストのカスタマ
イズが自動または手動のいずれであるかを示します。

表 9-6.  UNIX/Linux ゲスト OS のサポート、32 ビットのサポート

オペレーティング システム 仮想マシンのバージョン カスタマイズのサポート

Red Hat Enterprise Linux 6 バージョン 9 自動

Red Hat Enterprise Linux 5 バージョン 9 自動

Red Hat Enterprise Linux 4 バージョン 9 自動

Red Hat Enterprise Linux 3 バージョン 9 自動

Red Hat Enterprise Linux 2 バージョン 9 自動

SUSE Enterprise Linux 11 バージョン 9 自動

SUSE Enterprise Linux 10 バージョン 9 自動

SUSE Enterprise Linux 8/9 バージョン 9 自動

Open Enterprise Server バージョン 9 自動

CentOS バージョン 9 自動

Ubuntu Linux バージョン 9 自動

その他の 2.6x Linux バージョン 9 自動

その他の 2.4x Linux バージョン 9 自動

その他の Linux バージョン 9 自動

UNIX/Linux ゲスト OS のサポート、64 ビットのサポート

64 ビットの UNIX および Linux ゲスト OS のサポートについては、表 9-7 に、仮想マシンのバージョン、およびゲスト
のカスタマイズが自動または手動のいずれであるかを示します。

表 9-7.  UNIX/Linux ゲスト OS のサポート、64 ビットのサポート

オペレーティング システム 仮想マシンのバージョン カスタマイズのサポート

Red Hat Enterprise Linux 6 バージョン 9 自動

Red Hat Enterprise Linux 5 バージョン 9 自動
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表 9-7.  UNIX/Linux ゲスト OS のサポート、64 ビットのサポート (続き)

オペレーティング システム 仮想マシンのバージョン カスタマイズのサポート

Red Hat Enterprise Linux 4 バージョン 9 自動

Red Hat Enterprise Linux 3 バージョン 9 自動

SUSE Enterprise Linux 11 バージョン 9 自動

SUSE Enterprise Linux 10 バージョン 9 自動

SUSE Enterprise Linux 8/9 バージョン 9 自動

CentOS バージョン 9 自動

Ubuntu Linux バージョン 9 自動

その他の 2.6x Linux バージョン 9 自動

その他の 2.4x Linux バージョン 9 自動

その他の Linux バージョン 9 自動

Solaris ゲスト OS、32 ビットのサポート

32 ビットの Solaris ゲスト OS については、表 9-8 に、仮想マシンのバージョン、およびゲストのカスタマイズが自動ま
たは手動のいずれであるかを示します。

表 9-8.  Solaris ゲスト OS、32 ビットのサポート

オペレーティング システム 仮想マシンのバージョン カスタマイズのサポート

Sun Solaris 11 バージョン 9 手動

Sun Solaris 10 バージョン 9 手動

Sun Solaris 9 バージョン 9 手動

Sun Solaris 8 バージョン 9 手動

Solaris ゲスト OS、64 ビットのサポート

64 ビットの Solaris ゲスト OS については、表 9-9 に、仮想マシンのバージョン、およびゲストのカスタマイズが自動ま
たは手動のいずれであるかを示します。

表 9-9.  Solaris ゲスト OS、64 ビットのサポート

オペレーティング システム 仮想マシンのバージョン カスタマイズのサポート

Sun Solaris 11 バージョン 9 手動

Sun Solaris 10 バージョン 9 手動
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