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vCloud Director 管理者ガイド

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

対象読者

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

n vCloud Director 管理の概要 (P. 9)

VMware vCloud Director は、セキュリティ保護されたマルチテナント クラウドを構築する機能を備えたソフト
ウェア製品です。これを実現するため、仮想インフラストラクチャのリソースを仮想データセンターとしてプール

し、Web ベースのポータルおよびプログラム可能なインターフェイスを介して、それらのリソースを完全に自動化
されたカタログベースのサービスとしてユーザーに公開します。

n Web コンソールへのログイン (P. 12)

vCloud Director のユーザー インターフェイスには、Web ブラウザを使用してアクセスできます。

n システム管理者のホーム ページ (P. 12)

[ホーム] タブには、共通のタスクとサポート リソースへのリンクが表示されます。

n システムの準備 (P. 12)

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

n SSL 証明書の置換 (P. 13)

vCloud Director サーバー グループのメンバーが自己署名した SSL 証明書を使用する場合、クラウドの中でより
高い信頼性を獲得するために署名された SSL 証明書にアップグレードすることができます。

n ユーザー環境設定の設定 (P. 14)

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。

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

スのサービスとしてユーザーに公開します。

この『VMware vCloud Director 管理者ガイド』では、システムへのリソースの追加、組織の作成とプロビジョニング、
リソースと組織の管理、およびシステムの監視に関する情報を提供します。
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vSphere リソース
vCloud Director は、vSphere リソースを使用して、仮想マシンを実行するための CPU およびメモリを提供します。さ
らに、vSphere データストアは、仮想マシンの操作に必要な仮想マシン ファイルおよびその他のファイルのストレージ
を提供します。また、vCloud Director では、vSphere Distributed Switch および vSphere ポート グループを利用し
て仮想マシン ネットワークをサポートします。

これらの基盤となる vSphere リソースを使用して、クラウド リソースを作成できます。

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

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

プロバイダ仮想データセンター

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

場所やビジネス ユニットの異なるユーザーやパフォーマンス要件の異なるユーザーのために、複数のプロバイダ仮想デー
タセンターを作成できます。

組織仮想データセンター

組織仮想データセンターは、組織にリソースを提供し、プロバイダ仮想データセンターからパーティションで区切られて

います。組織仮想データセンターは、仮想システムを格納、デプロイ、および運用できる環境を提供します。また、フロッ

ピー ディスクや CD ROM などの仮想メディアのストレージともなります。

1 つの組織が複数の組織仮想データセンターを持つことができます。

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

n 外部ネットワーク

n 組織仮想データセンター ネットワーク

n vApp ネットワーク

一部の組織仮想データセンター ネットワークとすべての vApp ネットワークは、ネットワーク プールによってバッキン
グされます。

外部ネットワーク

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

外部ネットワークを作成および管理できるのは、システム管理者のみです。

vCloud Director 管理者ガイド
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組織仮想データセンター ネットワーク
組織仮想データセンター ネットワークは、vCloud Director 組織仮想データセンター内に存在し、組織内のすべての vApp
から使用可能です。組織仮想データセンター ネットワークにより、組織内の vApp は相互に通信できます。組織仮想デー
タセンター ネットワークを外部ネットワークに接続すると、外部に接続できるようになります。また、組織の内部に、隔
離された組織仮想データセンター ネットワークを作成することもできます。特定の種類の組織仮想データセンター ネッ
トワークは、ネットワーク プールによってバッキングされます。

組織仮想データセンター ネットワークを作成できるのは、システム管理者のみです。システム管理者と組織管理者は組織
仮想データセンター ネットワークを管理できますが、組織管理者が管理できる内容には制限があります。

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仮想データセンター 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、組織仮想データセンター ネットワークが外部ネットワークに接続されている場合には組織外の他の vApp と通信した
りできます。vApp ネットワークは、ネットワーク プールによってバッキングされます。

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

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

vCloud Director では各組織仮想データセンターに 1 つのネットワーク プールを指定できます。複数の組織仮想データ
センターで同じネットワーク プールを共有できます。組織仮想データセンターのネットワーク プールは、組織仮想デー
タセンターのネットワーク割り当て容量を満たすために作成されるネットワークを提供します。

ネットワーク プールを作成および管理できるのは、システム管理者のみです。

組織

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

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

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

ユーザーとグループ

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

カタログ

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

は、ユーザーに提供するカタログ項目を選択できます。

第 1 章 vCloud Director のスタート ガイド
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Web コンソールへのログイン
vCloud Director のユーザー インターフェイスには、Web ブラウザを使用してアクセスできます。

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

開始する前に

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

手順

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

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

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

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

システム管理者のホーム ページ
[ホーム] タブには、共通のタスクとサポート リソースへのリンクが表示されます。

vCloud Director のインストール後に初めてログインすると、[ホーム] タブには、システムを起動して稼動させるための
クイック スタート タスクの一覧が表示されます。システムの構成後も、それらのタスクに引き続きアクセスできます。

[ホーム] タブには、クラウド リソース、組織、およびシステム ユーザーの管理に関連する、共通性の高いタスクの多くに
移動するためのリンクも表示されます。

システムの準備

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

それぞれのタスクの詳細については、表 1‑1 を参照してください。

表 1‑1.  クイック スタート タスク

タスク 詳細

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

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

外部ネットワークの作成 「外部ネットワークの追加 (P. 19)」

ネットワーク プールの作成 「ネットワーク プール (P. 19)」

組織の作成 「組織の作成 (P. 25)」

組織へのリソースの割り当て 「組織仮想データセンターの作成 (P. 52)」

組織へのネットワークの追加 「組織仮想データセンターへのネットワークの追加 (P. 82)」

組織へのカタログの追加 「組織へのカタログの追加 (P. 114)」

vCloud Director 管理者ガイド
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SSL 証明書の置換
vCloud Director サーバー グループのメンバーが自己署名した SSL 証明書を使用する場合、クラウドの中でより高い信
頼性を獲得するために署名された SSL 証明書にアップグレードすることができます。

vCloud Director 構成スクリプトを使用して、vCloud Director サーバーの SSL 証明書をアップグレードすることがで
きます。すでに構成しているサーバーでこのスクリプトを実行すると、データベース接続の詳細を検証し、SSL 証明書情
報を表示しますが、その他の構成手順をすべてスキップするため、既存の構成は変更されません。

各 vCloud Director サーバーには Java キーストア ファイル内に 2 つの SSL 証明書 (IP アドレスごとに 1 つ) が必要で
す。vCloud Director サーバー グループの各メンバーに対してこの手順を実行する必要があります。署名付きの証明書
（信頼された証明書発行機関により署名）または自己署名した証明書を使用できます。署名付き証明書は、最高レベルの信

頼を提供します。

開始する前に

この手順では、証明書を置換する各サーバーで vCloud Director サービスを停止する必要があります。サーバーの停止
は、クラウド操作に影響を与える場合があります。

n 次の情報を使用できることを確認します。

n このサーバーの SSL 証明書が含まれるキーストア ファイルの場所とパスワード。『vCloud Director インストー
ルおよび構成ガイド』を参照してください。構成スクリプトの実行は特権 ID のみに制限されないため、キース
トア ファイルとそのディレクトリはすべてのユーザーから読み取り可能である必要があります。

n 各 SSL 証明書のパスワード。

手順

1 ターゲット サーバーにルートとしてログインします。

2 サーバーで vCloud Director サービスを停止します。

3 サーバーで構成スクリプトを実行します。

コンソール、シェル、またはターミナル ウィンドウを開き、次のように入力します。

/opt/vmware/vcloud-director/bin/configure

4 新しい証明書を保持する Java キーストア ファイルへの完全なパスを指定します。

Please enter the path to the Java keystore containing your SSL certificates and 
private keys:/opt/keystore/certificates.ks

5 キーストアと証明書のパスワードを入力します。

Please enter the password for the keystore: Please enter the private key password 
for the 'http' SSL certificate: Please enter the private key password for the 
'consoleproxy' SSL certificate: 

構成スクリプトは証明書を置換し、サーバーで vCloud Director サービスを再開します。

次に進む前に

vCloud Director サーバー グループのその他のメンバーの新しい証明書を取得した場合は、この手順を使用して、これら
のサーバーで既存の証明書を置換してください。

第 1 章 vCloud Director のスタート ガイド
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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。

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

この章では次のトピックについて説明します。

n vSphere リソースの追加 (P. 15)

n クラウド リソースの追加 (P. 17)

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

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

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

開始する前に

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

手順

1 [vCenter の新規接続] ウィザードの起動 (P. 16)

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

2 vCenter Server 接続の提供と情報の表示 (P. 16)

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

3 vShield への接続 (P. 16)

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

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

[vCenter の新規接続] ウィザードの起動

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

手順

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

2 [vCenter の新規接続] ボタンをクリックします。

[vCenter の新規接続] ウィザードが起動します。

vCenter Server 接続の提供と情報の表示

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

手順

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

2 vCenter Server が使用するポート番号を選択します。

デフォルトのポート番号は 443 です。

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

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

4 vCenter Server の名前を入力します。

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

5 (オプション) vCenter Server の説明を入力します。

6 [次へ] をクリックして変更内容を保存し、次のページに進みます。

vShield への接続

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

手順

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

2 ユーザー名およびパスワードを入力して vShield に接続します。

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

3 [次へ] をクリックして変更内容を保存し、次のページに進みます。

設定の確認と vCenter Server の関連付け

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

手順

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

2 (オプション) [戻る] をクリックして設定を変更します。

3 [完了] をクリックして設定を受け入れ、vCenter Server を関連付けます。

vCloud Director 管理者ガイド
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vCloud Director は新しい vCenter Server を関連付けて、プロバイダ仮想データセンターで使用できるようにそのリソー
スを登録します。

次に進む前に

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

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

開始する前に

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

手順

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

2 レポート ビューの場合、[資産] を選択します。

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

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

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

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

6 [OK] をクリックします。

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

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

組織の仮想データセンターの詳細については、「組織へのリソースの割り当て (P. 29)」を参照してください。

組織仮想データセンター ネットワークの詳細については、「組織仮想データセンター ネットワークの管理 (P. 82)」を参
照してください。

プロバイダ仮想データセンター

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

プロバイダ仮想データセンターは、組織仮想データセンターのソースです。

プロバイダ仮想データセンターの作成

プロバイダ仮想データセンターを作成すると、vCloud Director で使用する vSphere のコンピューティング リソース、
メモリ リソース、およびストレージ リソースを登録できます。場所やビジネス ユニットの異なるユーザーやパフォーマ
ンス要件の異なるユーザーのために、複数のプロバイダ仮想データセンターを作成できます。

プロバイダ仮想データセンターには、1 つの vCenter Server の 1 つのリソース プールのみが含まれます。

第 2 章 vCloud Director へのリソースの追加
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vSphere HA を使用するクラスタの一部になっているリソース プールを追加する予定の場合は、vSphere HA でのスロッ
ト サイズの計算方法をよく理解している必要があります。スロット サイズおよび vSphere HA の動作のカスタマイズの
詳細については、『VMware vSphere 可用性ガイド』を参照してください。

開始する前に

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

n 使用している vSphere クラスタで vSAN が無効にされていることを確認します。

n vShield Manager で VXLAN インフラストラクチャをセットアップします。『vShiled 管理ガイド』の「VXLAN 仮
想ワイヤの管理」を参照してください。

手順

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

2 [新規のプロバイダ VDC] をクリックします。

3 名前と、必要に応じて説明を入力します。

名前フィールドと説明フィールドを使用して、プロバイダ仮想データセンターで使用できる vSphere HA などの
vSphere 機能を示すことができます。

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

ここでの選択により、このプロバイダ仮想データセンターに基づいた組織仮想データセンターの仮想マシンでサポー

トされるハードウェアの最新バージョンが決まります。[ハードウェア バージョン 10] では、ESXi 5.5 ホストが必要
です。

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

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

6 プロバイダ仮想データセンターがサポートする 1 つ以上のストレージ ポリシーを選択し、[追加] をクリックして、
[次へ] をクリックします。

7 [完了] をクリックしてプロバイダ仮想データセンターを作成します。

vCloud Director がプロバイダ仮想データセンターおよび関連した VXLAN ネットワーク プールを作成します。

次に進む前に

プロバイダ仮想データセンターの作成後、クラスタで vSAN を有効化できます。

外部ネットワーク

外部ネットワークは、vSphere ポート グループに基づいた、論理的で区別されているネットワークです。外部ネットワー
クは、外部の組織仮想データセンター ネットワークに接続された仮想マシンに対して、インターネットへのインターフェ
イスを提供します。

組織仮想データセンター ネットワークの詳細については、「組織仮想データセンター ネットワークの管理 (P. 82)」を参
照してください。

vCloud Director 管理者ガイド
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外部ネットワークの追加

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

開始する前に

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

VMware は、自動拡張の固定ポート グループを使用することを推奨します。

手順

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

2 [ネットワークを追加] ボタンをクリックします。

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

4 ネットワーク設定を入力し、[次へ] をクリックします。

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

6 ネットワーク設定を確認し、[完了] をクリックします。

次に進む前に

これで、外部ネットワークに接続する組織仮想データセンター ネットワークを作成できます。

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

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

vCloud Director では各組織仮想データセンターに 1 つのネットワーク プールを指定できます。複数の組織仮想データ
センターで同じネットワーク プールを共有できます。組織仮想データセンターのネットワーク プールは、組織仮想デー
タセンターのネットワーク割り当て容量を満たすために作成されるネットワークを提供します。

プロバイダ仮想データセンターの作成時に VXLAN ネットワーク プールが作成されます。ほとんどの場合は、必要となる
ネットワーク プールはこれだけです。

VXLAN ネットワーク プール

vSphere VXLAN ネットワークは、IETF ドラフト VXLAN 標準に基づいています。これらのネットワークは、vSphere
の隔離にバッキングされているネットワークがサポートしている内容と同等の、ローカル ドメイン隔離をサポートしてい
ます。

プロバイダ仮想データーセンターを作成すると、vCloud Director 内に VXLAN ネットワーク プールが作成されます。こ
のネットワーク プールを使用すると、vCenter Server 内に VXLAN 仮想ワイヤが作成されます。ほとんどの構成には、
VXLAN ネットワーク プール以外のネットワーク プールは不要です。

このプールには、含まれるプロバイダ仮想データセンターの名前から派生する名前が与えられ、作成時に名付けられます。

このネットワーク プールの削除または編集を行うことはできません。他の方法で VXLAN ネットワークを作成することは
できません。プロバイダ仮想データセンター の名前を変更すると、VXLAN ネットワーク プールの名前も自動的に変更さ
れます。

第 2 章 vCloud Director へのリソースの追加
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vSphere VXLAN ネットワークには、次のメリットがあります。

n レイヤ 3 の境界をまたぐ論理ネットワーク

n 単一のレイヤ 2 上の複数のラックをまたぐ論理ネットワーク

n ブロードキャストの抑制

n 高パフォーマンス

n 規模の拡大 (最高で 1,600 万のネットワーク アドレス)

vCloud 環境における VXLAN の詳細については、『vShield 管理ガイド』を参照してください。

VLAN ID によってバッキングされるネットワーク プールの追加

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

開始する前に

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

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

手順

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

2 [ネットワーク プールを追加] をクリックします。

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

4 VLAN ID の範囲を入力し、[追加] をクリックします。

各 VLAN ID に 1 つのネットワークを作成できます。

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

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

7 ネットワーク プール設定を確認し、[完了] をクリックします。

次に進む前に

これで、ネットワーク プールによってバッキングされる組織仮想データセンター ネットワークを作成したり、ネットワー
ク プールを組織仮想データセンターと関連付けて vApp ネットワークを作成したりすることができます。

vSphere ポート グループによってバッキングされたネットワーク プールの追加

ポート グループによってバッキングされたネットワーク プールを追加して、vSphere ポート グループを vCloud Director
で使用できるよう登録できます。他のタイプのネットワーク プールとは異なり、ポート グループによってバッキングさ
れたネットワーク プールでは vSphere Distributed Switch が不要であり、サードパーティの分散スイッチに関連付けら
れたポート グループをサポートできます。

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

vCloud Director 管理者ガイド
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開始する前に

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

手順

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

2 [ネットワーク プールを追加] をクリックします。

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

4 vCenter Server を選択し、[次へ] をクリックします。

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

各ポート グループに 1 つのネットワークを作成できます。

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

7 ネットワーク プール設定を確認し、[完了] をクリックします。

次に進む前に

これで、ネットワーク プールがバッキングする組織仮想データセンター ネットワークを作成したり、ネットワーク プー
ルを組織仮想データセンターと関連付けて vApp ネットワークを作成したりできます。

クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プールの追加

クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プールを作成できます。クラウド隔離ネットワークは
ホスト間にわたり、他のネットワークからのトラフィック隔離を行う、vApp ネットワークに最も適したソースです。

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

開始する前に

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

手順

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

2 [ネットワーク プールを追加] をクリックします。

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

4 ネットワーク プールから、作成するネットワークの数を入力します。

5 (オプション) VLAN の ID を入力します。

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

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

8 ネットワーク プール設定を確認し、[完了] をクリックします。

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

次に進む前に

これで、ネットワーク プールによってバッキングされる組織仮想データセンター ネットワークを作成したり、ネットワー
ク プールを組織仮想データセンターと関連付けて vApp ネットワークを作成したりすることができます。ネットワーク
プールの MTU を増加させることもできます。「クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プー
ルの MTU の設定 (P. 22)」を参照してください。
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クラウド隔離ネットワークによってバッキングされるネットワーク プールの MTU の設定

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

仮想マシンのゲスト OS および基盤となる物理インフラストラクチャを標準的な MTU (1500 バイト) で構成すると、
VMware ネットワーク隔離プロトコルによってフレームが断片化されます。フレームの断片化を回避するには、ネット
ワーク プールおよび基盤となる物理ネットワークで、MTU を少なくとも 1600 バイトまで増加させます。ネットワーク
プールの MTU は最大で物理ネットワークの MTU と同等まで増加できますが、それより多くすることはできません。

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

開始する前に

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

手順

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

2 ネットワーク プール名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

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

vCloud Director は、このネットワーク プールおよび同じ vSphere Distributed Switch を使用するその他のすべての
ネットワーク プールの MTU を変更します。

vCloud Director 管理者ガイド
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組織の作成およびプロビジョニング 3
組織はユーザーのグループにリソースを提供し、ユーザーがこれらのリソースを消費する方法を決定するポリシーを設定

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

この章では次のトピックについて説明します。

n リースについて (P. 23)

n 割り当てモデルについて (P. 24)

n 組織の作成 (P. 25)

n 組織へのリソースの割り当て (P. 29)

リースについて

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

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

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

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

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

リース設定の指定の詳細については、「組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の構成 (P. 28)」 を参照してく
ださい。

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

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

割り当てプール割り当てモデル

割り当てプール割り当てモデルを使用すると、プロバイダ仮想データセンターから割り当てるリソースの割合が組織仮想

データセンターにコミットされます。CPU と メモリの両方に割合を指定できます。この割合は、割合の保証率と呼ばれ
ており、これによってリソースのオーバーコミットが可能となります。

vCloud Director 5.1.2 以降では、システム管理者は、割り当てプール組織仮想データセンターを柔軟性ありとなしのい
ずれでも構成できます。これは、すべての割り当てプール組織仮想データセンターに影響するグローバル設定です。「全般

システム設定の変更 (P. 129)」 を参照してください。

デフォルトでは、割り当てプール組織仮想データセンターで柔軟性のある割り当てプールが有効になります。複数のリソー

ス プールにまたがっている仮想マシンに割り当てプール組織仮想データセンターがある、vCloud Director 5.1 からアッ
プグレードされたシステムでは、柔軟性のある割り当てプールがデフォルトで有効になります。

割り当てプール仮想データセンターで柔軟性のある割り当てプール機能が有効になっていると、組織仮想データセンター

は、そのプロバイダ仮想データセンターに関連付けられているすべてのリソース プールにわたり、それらを使用します。
結果として、vCPU の周波数は割り当てプールの必須パラメータとなります。

CPU がボトルネック要素とならずに組織仮想データセンター上に十分な台数の仮想マシンをデプロイできる方法で、vCPU
の周波数と割合の保証率を設定してください。

仮想マシンを作成すると、配置エンジンが、仮想マシンの要件に最適なプロバイダ仮想データセンターのリソース プール
上に仮想マシンを配置します。プロバイダ仮想データセンターのリソース プールの下にこの組織仮想データセンターのサ
ブリソース プールが作成され、そのサブリソース プールの下に仮想マシンが配置されます。

仮想マシンをパワーオンすると、配置エンジンがプロバイダ仮想データセンターのリソース プールをチェックし、仮想マ
シンをパワーオンできることを確認します。パワーオンできない場合、配置エンジンはその仮想マシンを、仮想マシンの

実行に十分なリソースを持つプロバイダ仮想データセンターのリソース プールに移動します。組織仮想データセンターの
サブリソース プールは、まだ存在しなければ作成されます。

新規仮想マシンの実行に十分なリソースを持つよう、サブリソース プールが構成されます。サブリソース プールのメモ
リ制限は、仮想マシンの構成済みメモリ サイズによって引き上げられ、メモリ予約は、仮想マシンの構成済みメモリ サ
イズに組織仮想データセンターの割合の保証率を掛けた値によって引き上げられます。サブリソース プールの CPU 制限
は、仮想マシンに構成されている vCPU の数に組織仮想データセンター レベルで指定されている vCPU 周波数を掛けた
値によって引き上げられます。CPU 予約は、仮想マシンに構成されている vCPU の数に組織仮想データセンター レベル
で指定されている vCPU を掛け、さらに組織仮想データセンター レベルで設定されている CPU の割合の保証率を掛けた
値によって引き上げられます。仮想マシンは、メモリおよび CPU 予約がゼロになるよう再構成され、仮想マシンの配置
エンジンによって、仮想マシンがプロバイダ仮想データセンターのリソース プール上に配置されます。

割り当てプール モデルのメリットは、仮想マシンが同じサブリソース プール上にあるアイドル状態の仮想マシンのリソー
スを活用できるという点にあります。このモデルでは、プロバイダ仮想データセンターに追加された新しいリソースを活

用できます。

まれに、作成時に割り当てられていたリソース プールからパワーオン時に別のリソース プールに仮想マシンが切り替わ
ることがあります。これは、元のリソース プールのリソース不足によるものです。この切り替えにより、仮想マシンの
ディスク ファイルを新しいリソース プールに移すために、若干のコストがかかる可能性があります。

柔軟性のある割り当てプール機能が無効になっている場合、割り当てプール組織仮想データセンターの動作は、vCloud
Director 1.5 の割り当てプール モデルと似た動作になります。このモデルでは、vCPU の周波数は構成可能にはなりませ
ん。オーバーコミットは、確保されるリソースの割合を設定することによって制御されます。

vCloud Director 管理者ガイド
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従量課金制の割り当てモデル

従量課金制の割り当てモデルでは、リソースは、組織仮想データセンターでユーザーが vApp を作成するときにのみコ
ミットされます。リソースが保証する割合を指定でき、これによりリソースをオーバーコミットできます。従量課金制の

組織仮想データセンターに柔軟性を持たせるには、複数のリソース プールをそのプロバイダ仮想データセンターに追加し
ます。

組織にコミットされるリソースは、仮想マシン レベルで適用されます。

仮想マシンがパワーオン状態の場合、配置エンジンがリソース プールをチェックし、元のリソース プールが仮想マシン
に対応できない場合は、別のリソース プールにそれを割り当てます。リソース プールにサブリソース プールを使用でき
ない場合は、vCloud Director が、制限なし、レート ゼロでそれを作成します。仮想マシンのレートは、コミットされた
リソースの制限時間に設定され、仮想マシンが配置されます。仮想マシンの配置エンジンによって、仮想マシンがプロバ

イダ仮想データセンターのリソース プール上に配置されます。

従量課金制モデルのメリットは、プロバイダ仮想データセンターに追加された新しいリソースを活用できるという点にあ

ります。

まれに、作成時に割り当てられていたリソース プールからパワーオン時に別のリソース プールに仮想マシンが切り替わ
ることがあります。これは、元のリソース プールのリソース不足によるものです。この切り替えにより、仮想マシンの
ディスク ファイルを新しいリソース プールに移すために、若干のコストがかかる可能性があります。

従量課金制モデルでは、事前にリソースが予約されるということはないため、十分なリソースがなければ、仮想マシンの

パワーオンに失敗する可能性もあります。このモデルで運用されている仮想マシンは、同じサブリソース プール上のアイ
ドル状態の仮想マシンのリソースを活用できません。これは、リソースが仮想マシン レベルで設定されているためです。

予約プール割り当てモデル

割り当てるすべてのリソースは、組織仮想データセンターに直ちにコミットされます。組織内のユーザーは、個々の仮想

マシンに予約、制限、および優先順位の設定を指定して、オーバーコミットを制御できます。

このモデルではリソース プールとサブリソース プールがそれぞれ 1 つずつしかないため、配置エンジンがパワーオン時
に仮想マシンのリソース プールを再割り当てすることはありません。仮想マシンのレートおよび制限は修正されません。

予約プール モデルでは、必要な時は常にソースを使用できます。また、このモデルでは、仮想マシンのレート、制限およ
び共有の微調整も可能です。これにより、入念な計画を行えば、予約済みリソースを最大限に活用できるようになります。

このモデルでは、予約は常にプライマリ クラスタで行われます。プライマリ クラスタに組織仮想データセンターを作成
するための十分なリソースがない場合、組織仮想データセンターの作成は失敗します。

このモデルのその他の制限事項としては、柔軟性のなさや、組織ユーザーが仮想マシンの共有、レートおよび制限を最適

に設定できない可能性があり、リソースの活用不足に繋がるといった点が挙げられます。

組織の作成

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

手順

1 [新しい組織] ウィザードの起動 (P. 26)

[新規の組織] ウィザードを起動して、組織を作成するプロセスを開始します。

2 組織の名前の指定 (P. 26)

新しい組織にわかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明を入力します。

3 組織の LDAP オプションの指定 (P. 26)

LDAP サービスを使用して、組織のユーザーおよびグループのディレクトリを提供します。LDAP サービスを指定
しない場合は、組織のユーザーごとにユーザー アカウントを作成する必要があります。LDAP オプションを設定で
きるのは、システム管理者のみです。組織管理者は、LDAP オプションを変更できません。
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4 組織へのローカル ユーザーの追加 (P. 27)

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。

5 組織のカタログ共有、公開、およびサブスクリプション ポリシーの設定 (P. 27)

カタログは、組織ユーザーが仮想マシンでの vApp の作成とアプリケーションのインストールに使用できる、vApp
テンプレートとメディアのカタログを提供します。

6 電子メール環境設定の構成 (P. 28)

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

7 組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の構成 (P. 28)

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

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

8 設定の確認と組織の作成 (P. 29)

組織を作成する前に、入力した設定を確認します。

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

手順

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

2 [新規の組織] ボタンをクリックします。

[新規の組織] ウィザードが起動します。

組織の名前の指定

新しい組織にわかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明を入力します。

手順

1 組織名を入力します。

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

2 組織の表示名を入力します。

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

3 (オプション) 組織の説明を入力します。

4 [次へ] をクリックします。

組織の LDAP オプションの指定
LDAP サービスを使用して、組織のユーザーおよびグループのディレクトリを提供します。LDAP サービスを指定しない
場合は、組織のユーザーごとにユーザー アカウントを作成する必要があります。LDAP オプションを設定できるのは、シ
ステム管理者のみです。組織管理者は、LDAP オプションを変更できません。

カスタム LDAP 設定の入力に関する詳細については、「システムの LDAP 設定の構成 (P. 133)」 を参照してください。
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手順

1 組織ユーザーのソースを選択します。

オプション 説明

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

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

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

2 選択した項目で必要とされる追加情報をすべて提供します。

オプション 操作

LDAP を使用しない [次へ] をクリックします。

VCD システム LDAP サービス （省略可能）組織にインポートできるユーザーを制限するために使用する組織単位 (OU)
の識別名を入力し、[次へ] をクリックします。何も入力しない場合は、システム LDAP
サービス内のすべてのユーザーを組織にインポートできます。

注意   OU を指定しても、インポートできる LDAP グループは制限されません。シス
テム LDAP ルートから任意の LDAP グループをインポートできます。ただし、OU
およびインポートされたグループの両方に属するユーザーのみが組織にログインでき

ます。

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

組織へのローカル ユーザーの追加
LDAP 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。ここで組織レベルに設定された割り当て容量とは異なる割り当て容量を設定すると、こ

の割り当て容量が優先されます。

6 [次へ] をクリックします。

組織のカタログ共有、公開、およびサブスクリプション ポリシーの設定
カタログは、組織ユーザーが仮想マシンでの vApp の作成とアプリケーションのインストールに使用できる、vApp テン
プレートとメディアのカタログを提供します。

カタログは、vCloud Director の異なるインスタンス内の組織間、vCloud Director の同じインスタンス内の組織間で共
有できるほか、アクセスをホスト組織内に限ることもできます。
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手順

1 組織のカタログ ポリシーを設定します。

オプション 説明

[他の組織へのカタログの共有を許可する] 組織管理者がこの組織のカタログを、vCloud Director のこのインスタンス内の他の
組織と共有することを許可します。

このオプションを選択しなくても、組織管理者が組織内でカタログを共有することは

できます。

[外部組織に使用されるカタログ フィードの
作成を許可する]

組織管理者がこの組織のカタログを、vCloud Director のこのインスタンスの外部の
組織と共有することを許可します。

[外部カタログ フィードのサブスクリプショ
ンを許可]

組織管理者が、この組織が vCloud Director のこのインスタンスの外部からのカタ
ログ フィードをサブスクライブすることを許可します。

 

2 [次へ] をクリックします。

電子メール環境設定の構成

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

手順

1 SMTP サーバーのオプションを選択します。

オプション 説明

システム デフォルトの SMTP サーバーを使
用

この組織はシステムの SMTP サーバーを使用します。

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

 

2 通知設定のオプションを選択します。

オプション 説明

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

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

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

 

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

4 [次へ] をクリックします。

組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の構成

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

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

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

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。
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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。ユーザー レベルで設定された割り当て容量は、組織レベルで設定された割り当て容量よりも優
先されます。

3 リソースを大量に消費する操作の制限値を選択します。

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

撃を防御することもできます。

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

パフォーマンスやセキュリティ上の理由により、同時接続数を制限できます。

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

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

6 [次へ] をクリックします。

設定の確認と組織の作成

組織を作成する前に、入力した設定を確認します。

手順

1 組織の設定を確認します。

2 (オプション) [戻る] をクリックして設定を変更します。

3 [完了] をクリックして設定を受け入れ、組織を作成します。

次に進む前に

リソースを組織に割り当てます。

組織へのリソースの割り当て

プロバイダ仮想データセンターからパーティション化される組織仮想データセンターを作成することで、組織にリソース

を割り当てます。1 つの組織が複数の組織仮想データセンターを持つことができます。

開始する前に

リソースを組織に割り当てるには、事前にプロバイダ仮想データセンターを持っている必要があります。

手順

1 [リソースの割り当て] ウィザードの起動 (P. 30)

[リソースの割り当て] ウィザードを起動して、組織の組織仮想データセンターを作成するプロセスを開始します。

2 プロバイダ仮想データセンターの選択 (P. 31)

組織仮想データセンターは、使用するコンピューティング リソースとストレージ リソースをプロバイダ仮想データ
センターから入手します。組織仮想データセンターは、これらのリソースを、組織内の vApp と仮想マシンに提供
します。

3 割り当てモデルの選択 (P. 31)

割り当てモデルにより、管理者が割り当てるプロバイダ仮想データセンターのコンピューティング リソースとメモ
リ リソースが組織仮想データセンターにコミットされる方法とタイミングが決定されます。
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4 割り当てモデルの構成 (P. 32)

割り当てモデルを構成して、組織仮想データセンターに割り当てるプロバイダ仮想データセンター リソースの量を
指定します。

5 ストレージを割り当て (P. 33)

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

6 ネットワーク プールとサービスの選択 (P. 34)

ネットワーク プールは、vApp ネットワークと内部の組織仮想データセンター ネットワークを作成するために使用
できる、区別されていないネットワークのグループです。

7 Edge ゲートウェイの構成 (P. 34)

1 つ以上の外部ネットワークに接続できるように、Edge ゲートウェイを構成します。

8 外部ネットワークの構成 (P. 34)

Edge ゲートウェイが接続できる外部ネットワークを選択します。

9 新規 Edge ゲートウェイ上の IP 設定の構成 (P. 35)

新規 Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークの IP 設定を構成します。

10 新規 Edge ゲートウェイ上の IP プールの細分割り当て (P. 35)

Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークが提供する IP プールを複数の固定 IP プールに細分割り当てします。

11 新規 Edge ゲートウェイ上のレート制限の構成 (P. 35)

Edge ゲートウェイのそれぞれの外部ネットワークについて着信および発信のレート制限を設定します。

12 組織仮想データセンター ネットワークの作成 (P. 36)

新しい Edge ゲートウェイに接続する組織仮想データセンター ネットワークを作成できます。

13 組織仮想データセンターの名前の指定 (P. 36)

新しい組織仮想データセンターで使用できる vSphere 機能を示すため、わかりやすい名前を指定し、必要に応じ
て説明も入力できます。

14 設定の確認と組織仮想データセンターの作成 (P. 36)

組織仮想データセンターを作成する前に、入力した設定を確認します。

次に進む前に

ネットワークを組織に追加します。

[リソースの割り当て] ウィザードの起動
[リソースの割り当て] ウィザードを起動して、組織の組織仮想データセンターを作成するプロセスを開始します。

手順

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

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

[リソースの割り当て] ウィザードが起動します。
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プロバイダ仮想データセンターの選択

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

手順

1 プロバイダ仮想データセンターを選択します。

プロバイダ仮想データセンター リストには使用可能なリソースに関する情報が表示され、ネットワーク リストには
選択したプロバイダ仮想データセンターで使用可能なネットワークに関する情報が表示されます。

2 [次へ] をクリックします。

割り当てモデルの選択

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

開始する前に

どの割り当てモデルが環境に適しているかについて理解していることを確認します。「割り当てモデルについて (P. 24)」
を参照してください。

手順

1 割り当てモデルを選択します。

オプション 説明

割り当てプール プロバイダ仮想データセンターから割り当てるリソースの割合は、組織仮想データセ

ンターにコミットされます。CPU と メモリの両方に割合を指定できます。

従量課金制 リソースは、組織仮想データセンターでユーザーが vApp を作成するときにのみコ
ミットされます。

予約プール 割り当てるすべてのリソースは、組織仮想データセンターに直ちにコミットされます。

 
配置エンジンおよび仮想マシンの共有、レートおよび制限の詳細については、『vCloud Director ユーザー ガイド』
を参照してください。

2 [次へ] をクリックします。
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割り当てモデルの構成

割り当てモデルを構成して、組織仮想データセンターに割り当てるプロバイダ仮想データセンター リソースの量を指定し
ます。

手順

1 割り当てモデルのオプションを選択します。

モデルによっては、一部のオプションが含まれていないものもあります。

オプション 操作

CPU の割り当て 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに割り当てる CPU の最大使用
量を GHz 単位で入力します。このオプションは、割り当てプールと予約プールの割
り当てモデルの場合にのみ指定できます。

確保された CPU リソース 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに保証する CPU リソースの割
合を入力します。100 パーセント未満を保証すると、リソースをオーバーコミットで
きます。このオプションは、割り当てプールと従量課金制の割り当てモデルの場合に

のみ指定できます。割り当てプールのデフォルト値は 50 パーセントで、従量課金制
のデフォルトは 20 パーセントです。割り当てプールの割り当てモデルの場合、割合
の保証によってこの組織仮想データセンターにコミットされる CPU の割り当ての割
合も決定されます。

vCPU 速度 vCPU 速度を GHz 単位で入力します。組織仮想データセンターで実行されている仮
想マシンには、vCPU あたりこの GHz 単位の速度が割り当てられます。このオプショ
ンは、従量課金制割り当てモデルの場合にのみ指定できます。

メモリの割り当て 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに割り当てるメモリの最大使用

量を GB 単位で入力します。このオプションは、割り当てプールと予約プールの割り
当てモデルの場合にのみ指定できます。

確保されたメモリ リソース 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに保証するメモリ リソースの割
合を入力します。100 パーセント未満を保証すると、リソースをオーバーコミットで
きます。このオプションは、割り当てプールと従量課金制の割り当てモデルの場合に

のみ指定できます。割り当てプールのデフォルトは 50 パーセントで、従量課金制の
デフォルトは 20 パーセントです。割り当てプールの割り当てモデルの場合、割合の
保証によってこの組織仮想データセンターにコミットされるメモリの割り当ての割合

も決定されます。

最大仮想マシン数 組織仮想データセンターで作成可能な仮想マシンの最大数を入力します。

 

2 [次へ] をクリックします。

例: 割り当てモデルの構成

組織仮想データセンターを作成すると、vCloud Director は、指定される割り当てモデルの設定に基づいて vSphere リ
ソース プールを作成します。

表 3‑1.  単一クラスタの割り当てプール機能が有効になっている場合の割り当てプール設定によるリソース プール設定へ
の影響

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

CPU の割り当て 25 GHz CPU 制限 25 GHz

CPU % の保証 10% CPU の予約 2.5GHz

メモリの割り当て 50 GB メモリの制限 50 GB

メモリ % の保証 20% メモリの予約 10GB
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表 3‑2.  単一クラスタの割り当てプール機能が無効になっている場合の割り当てプール設定によるリソース プール設定へ
の影響

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

すべてのサブリソース プール
でこの組織 VDC にコミットさ
れた値

CPU の割り当て 25 GHz CPU 制限 vCPU の合計数に、関連付け
られているすべての仮想マシ

ンの vCPU 周波数を掛けた値

該当なし

CPU % の保証 10% CPU の予約 関連付けられているすべての

仮想マシンの vCPU の数に、
vCPU 周波数、CPU の割合
保証を掛けた合計値

2.5GHz

メモリの割り当て 50 GB メモリの制限 関連付けられているすべての

仮想マシンの構成済みのメモ

リ サイズの合計

該当なし

メモリ % の保証 20% メモリの予約 構成済みのメモリ サイズの合
計に、関連付けられているす

べての仮想マシンのメモリの

割合の保証を掛けた値

10GB

表 3‑3.  従量課金制の設定によるリソース プール設定への影響

従量課金制の設定 従量課金制の値 リソース プール設定 リソース プール値

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

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

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

表 3‑4.  予約プール設定によるリソース プール設定への影響

予約プール設定 予約プール値 リソース プール設定 リソース プール値

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

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

ストレージを割り当て

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

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

高速プロビジョニングでは、特定の操作の場合に vSphere リンク クローンを使用して時間を節約します。「仮想マシンの
高速プロビジョニング (P. 120)」 を参照してください。

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

第 3 章 組織の作成およびプロビジョニング

VMware, Inc.  33



手順

1 割り当てるストレージ ポリシーを選択して、[追加] をクリックします。

2 割り当てるストレージの量を入力します。

3 ドロップダウン メニューで [デフォルトのインスタンス化プロファイル] を選択します。

これは、ストレージ ポリシーが仮想マシンまたは vApp テンプレートのレベルで指定されていないすべての仮想マ
シンのプロビジョニング操作で使用される、デフォルトのストレージ ポリシーです。

4 (オプション) [シン プロビジョニングを有効化] チェック ボックスをオンにして、組織仮想データセンター内の仮想
マシンのシン プロビジョニングを有効化します。

5 (オプション) [高速プロビジョニングを有効化] チェック ボックスをオフにして、組織仮想データセンター内の仮想マ
シンの高速プロビジョニングを無効化します。

6 [次へ] をクリックします。

ネットワーク プールとサービスの選択
ネットワーク プールは、vApp ネットワークと内部の組織仮想データセンター ネットワークを作成するために使用でき
る、区別されていないネットワークのグループです。

手順

1 ネットワーク プールを選択するか、[なし] を選択します。

[なし] を選択する場合は、後でネットワーク プールを追加できます。

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

3 (オプション) 使用可能なそれぞれのサードパーティまたは Edge ゲートウェイ サービスに [有効化] を選択し、有効
化します。

4 [次へ] をクリックします。

Edge ゲートウェイの構成
1 つ以上の外部ネットワークに接続できるように、Edge ゲートウェイを構成します。

手順

1 (オプション) [新規の Edge ゲートウェイの作成] を選択して、Edge ゲートウェイを作成および構成します。

2 新しい Edge ゲートウェイの名前を入力し、必要に応じて説明も入力します。

3 Edge ゲートウェイのゲートウェイ構成を選択します。

4 [高可用性の有効化] を選択し、Edge ゲートウェイで高可用性を有効にします。

5 (オプション) [IP 設定の構成] を選択し、外部インターフェイスの IP アドレスを手動で構成します。

6 (オプション) [IP プールの細分割り当て] を選択し、使用するゲートウェイ サービスの一連の IP アドレスを割り当て
ます。

7 (オプション) [レート制限の構成] を選択し、外部接続された各インターフェイスの着信および発信のレート制限を選
択します。

8 [次へ] をクリックします。

外部ネットワークの構成

Edge ゲートウェイが接続できる外部ネットワークを選択します。

このページは、[新規の Edge ゲートウェイの作成] を選択した場合にのみ表示されます。
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手順

1 リストから外部ネットワークを選択して [追加] をクリックします。

複数のネットワークを選択するには、Ctrl キーを押しながら操作します。

2 デフォルト ゲートウェイにするネットワークを選択します。

3 (オプション) [DNS リレーのデフォルトのゲートウェイを使用します]を選択します。

4 [次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ上の IP 設定の構成
新規 Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークの IP 設定を構成します。

このページは、ゲートウェイの構成中に [IP 設定の構成] を選択した場合にのみ表示されます。

手順

1 [IP 設定の構成] ページで、[IP 割り当ての変更] をクリックします。

2 IP アドレスを指定するそれぞれの外部ネットワークについて、ドロップダウン メニューから [手動] を選択します。

3 [手動] に設定するそれぞれの外部ネットワークの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ上の IP プールの細分割り当て
Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークが提供する IP プールを複数の固定 IP プールに細分割り当てします。

このページは、ゲートウェイの構成中に [IP プールの細分割り当て] を選択した場合にのみ表示されます。

手順

1 外部ネットワークと細分割り当てする IP プールを選択します。

2 IP プールの範囲内の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力し、[追加] をクリックします。

この手順を繰り返し、細分割り当てされた複数の IP プールを追加します。

3 (オプション) 細分割り当てされた IP プールを選択し、[変更] をクリックして、細分割り当てされた IP プールの IP ア
ドレスの範囲を変更します。

4 (オプション) 細分割り当てされた IP プールを選択し、[削除] をクリックして、細分割り当てされた IP プールを削除
します。

5 [次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ上のレート制限の構成
Edge ゲートウェイのそれぞれの外部ネットワークについて着信および発信のレート制限を設定します。

このページは、ゲートウェイの構成中に [レート制限の構成] を選択した場合にのみ表示されます。レート制限は、静的結
合の分散ポート グループによりバッキングされている外部ネットワークにのみ適用されます。

手順

1 レート制限を有効化するそれぞれの外部ネットワークに対して [有効化] をクリックします。

2 有効化されたそれぞれの外部ネットワークに対し、[着信のレート制限] を 1 秒あたりのギガビットで入力します。

3 有効化されたそれぞれの外部ネットワークに対し、[発信のレート制限] を 1 秒あたりのギガビットで入力し、[次へ]
をクリックします。
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組織仮想データセンター ネットワークの作成
新しい Edge ゲートウェイに接続する組織仮想データセンター ネットワークを作成できます。

このページは、[新規の Edge ゲートウェイの作成] を選択した場合にのみ表示されます。

手順

1 (オプション) [この新規 Edge ゲートウェイに接続されたこの仮想データセンターのネットワークを作成する] を選択
します。

2 新しい組織仮想データセンター ネットワークの名前を入力し、必要に応じて説明も入力します。

3 (オプション) [このネットワークを組織内の他の VDC と共有する] を選択します。

4 組織仮想データセンター ネットワークのゲートウェイ アドレスとネットワーク マスクを入力します。

5 (オプション) [ゲートウェイ DNS を使用] を選択し、ゲートウェイの DNS リレーを使用します。

このオプションは、ゲートウェイで DNS リレーが有効化されている場合にのみ使用できます。

6 (オプション) DNS を使用する DNS 設定を入力します。

7 IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力し、[追加] をクリックして固定 IP プールを作成します。

この手順を繰り返し、複数の固定 IP プールを追加します。

8 [次へ] をクリックします。

組織仮想データセンターの名前の指定

新しい組織仮想データセンターで使用できる vSphere 機能を示すため、わかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明
も入力できます。

手順

1 名前と、必要に応じて説明を入力します。

2 (オプション) [有効] をオフにします。

組織仮想データセンターを無効にすると、新規 vApp はその仮想データセンターにデプロイされなくなります。

3 [次へ] をクリックします。

設定の確認と組織仮想データセンターの作成

組織仮想データセンターを作成する前に、入力した設定を確認します。

手順

1 組織仮想データセンターの設定を確認します。

2 (オプション) [戻る] をクリックして設定を変更します。

3 (オプション) この仮想データセンターの組織仮想データセンター ネットワークをすぐに作成するには、[このウィザー
ドを終了後、この組織にネットワークを追加します] を選択します。

4 [完了] をクリックして設定を受け入れ、組織仮想データセンターを作成します。

組織仮想データセンターを作成すると、vCloud Director は、CPU とメモリのリソースを提供するために vSphere
でリソース プールを作成します。
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カタログの操作 4
カタログを作成し、一連の vApp テンプレートまたはメディア ファイルを、1 つの vCloud Director インストール環境
内の組織、または複数の vCloud Director インストール環境にまたがる組織で使用できるようにすることができます。

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

カタログを共有すると、カタログの項目が vCloud Director インストール環境のすべてまたは選択された組織で使用でき
るようになります。各組織の管理者は、ユーザーに提供するカタログ項目を選択できます。

カタログを外部組織での使用のために公開すると、カタログの項目を複数の vCloud Director インストール環境にまたが
る組織で使用できるようになります。vCloud Director インストール環境外の組織が外部で公開されたカタログにアクセ
スするには、その組織が、そのカタログをサブスクライブする必要があります。

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

この章では次のトピックについて説明します。

n カタログ共有、公開、およびサブスクリプションの有効化 (P. 37)

n カタログの作成 (P. 38)

n vApp テンプレートのアップロード (P. 39)

n vSphere からの vApp テンプレートのインポート (P. 40)

n メディア ファイルのアップロード (P. 40)

n vSphere からのメディア ファイルのインポート (P. 41)

n カタログを共有 (P. 41)

n 外部組織へのカタログの公開 (P. 42)

n 外部カタログ フィードのサブスクリプション (P. 43)

カタログ共有、公開、およびサブスクリプションの有効化

組織のカタログを共有または公開するには、事前に組織のカタログ共有または公開を有効にする必要があります。外部組

織のカタログをサブスクライブするには、事前に外部カタログのサブスクリプションを有効にする必要があります。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。
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3 [カタログ] をクリックします。

オプション 説明

[他の組織へのカタログの共有を許可する] 組織管理者がこの組織のカタログを、vCloud Director のこのインスタンス内の他の
組織と共有することを許可します。

このオプションを選択しなくても、組織管理者が組織内でカタログを共有することは

できます。

[外部組織に使用されるカタログ フィードの
作成を許可する]

組織管理者がこの組織のカタログを、vCloud Director のこのインスタンスの外部の
組織と共有することを許可します。

[外部カタログ フィードのサブスクリプショ
ンを許可]

組織管理者が、この組織が vCloud Director のこのインスタンスの外部からのカタ
ログ フィードをサブスクライブすることを許可します。

 

カタログの作成

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

各カタログへのアクセスを個々に制御できます。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

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

4 [カタログ] タブで、[カタログを追加] をクリックします。

5 カタログ名と、必要に応じて説明を入力し、[次へ] をクリックします。

6 このカタログ内の vApp テンプレートおよび ISO に使用するストレージのタイプを選択し、[次へ] をクリックします。

オプション 説明

組織内で使用できるすべてのストレージを使

用する

このカタログは、組織内で使用できるすべてのストレージを使用します。

特定のストレージ ポリシーに事前にプロビ
ジョニングされたストレージ

このカタログの vApp テンプレートおよび ISO に使用する仮想データセンター スト
レージ ポリシーを選択し、[追加] をクリックします。選択したストレージ ポリシー
により、vApp テンプレートのサイズがカタログ ストレージの割り当て容量を考慮し
たものとなります。

 

7 [メンバーを追加] をクリックします。

a 組織内で、このカタログにアクセスできるユーザーおよびグループを選択します。

n [組織の全員] を選択すると、組織内のすべてのユーザーおよびグループにカタログへのアクセスが許可さ
れます。

n [特定のユーザーとグループ] を選択すると、カタログへのアクセスを許可するユーザーまたはグループを
選択します。

b このカタログへアクセスできるユーザーのアクセス レベルをドロップダウン メニューから選択し、[OK] をク
リックします。

n [読み取り専用] を選択すると、カタログの vApp テンプレートおよび ISO への読み取りアクセス権が与え
られます。

n [読み取り/書き込み] を選択すると、カタログの vApp テンプレートおよび ISO への読み取りアクセス権
が与えられるほか、ユーザーが vApp テンプレートおよび ISO をカタログに追加できるようになります。

n [完全コントロール] を選択すると、カタログのコンテンツおよび設定の完全なコントロールが許可されます。
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8 [組織の追加] をクリックします。

a この vCloud Director インストール環境上で、このカタログにアクセスできる組織を選択します。

[すべての組織] を選択すると、vCloud Director インストール環境内のすべての組織がこのカタログにアクセ
スできるようになります。

b このカタログへアクセスできるユーザーのアクセス レベルをドロップダウン メニューから選択し、[OK] をク
リックします。

n [読み取り専用] を選択すると、カタログの vApp テンプレートおよび ISO への読み取りアクセス権が与え
られます。

n [読み取り/書き込み] を選択すると、カタログの vApp テンプレートおよび ISO への読み取りアクセス権
が与えられるほか、ユーザーが vApp テンプレートおよび ISO をカタログに追加できるようになります。

n [完全コントロール] を選択すると、カタログのコンテンツおよび設定の完全なコントロールが許可されます。

9 [次へ] をクリックします。

10 (オプション) [有効] を選択し、クリックして、この vCloud Director インストール環境外のカタログが使用するカ
タログ フィードの作成を許可し、カタログ フィードのパスワードを入力します。

11 (オプション) [同期を最適化するためにカタログの早期エクスポートを有効化します] を選択します。

このオプションを選択する前に、転送サーバの場所にエクスポートしたカタログ用に利用可能なストレージがあるこ

とを確認してください。

12 (オプション) [ID 情報の保存] を選択して、ダウンロードされた OVF パッケージに BIOS および UUID 情報を含めま
す。

このオプションを有効にすると、OVF パッケージの移植性が制限されます。

13 カタログ設定を確認し、[完了] をクリックします。

マイ組織のカタログに新しいカタログが表示されます。このページに表示されるカタログのステータスは、カタログのテ

ンプレートおよび vApp のステータスを反映したものではありません。

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

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

開始する前に

以下の条件を満たしていることを確認します。

n OVF パッケージのアップロード先となる組織に、カタログと組織仮想データセンターが存在する。

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

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

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

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

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

6 vApp テンプレートの名前と、必要に応じて説明を入力します。
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7 カタログを選択し、[アップロード] をクリックします。

次に進む前に

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

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

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

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

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

5 vCenter Server と仮想マシンを選択します。

6 vApp テンプレートの名前と、必要に応じて説明を入力します。

7 カタログを選択します。

8 仮想マシンをカタログに移動するか、コピーするかを選択します。

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

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

10 [OK] をクリックします。

次に進む前に

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

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

開始する前に

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

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

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

4 [メディア] タブで、[アップロード] をクリックします。

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

6 メディア ファイルの名前と、必要に応じて説明を入力します。

ファイル名には .iso などの拡張子が含まれている必要があります。

7 カタログを選択し、[アップロード] をクリックします。
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vSphere からのメディア ファイルのインポート
vSphere データストアからメディア ファイルをインポートしてカタログに保存し、他のユーザーが使用できるようにす
ることができます。

開始する前に

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

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

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

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

5 メディア ファイルの名前と、必要に応じて説明を入力します。

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

7 カタログを選択します。

8 [OK] をクリックします。

カタログを共有

カタログを共有すると、そのカタログの vApp テンプレートとメディア ファイルを、vCloud Director インストール環
境におけるすべての組織から使用できます。

開始する前に

カタログを含む組織でカタログ共有が許可されていることを確認します。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

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

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

5 [共有] タブで [メンバーを追加] をクリックします。

6 組織内で、このカタログにアクセスできるユーザーおよびグループを選択します。

オプション 説明

組織の全員 組織内のすべてのユーザーおよびグループがこのカタログにアクセスできます。

特定のユーザーとグループ カタログへのアクセスを認め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。
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7 このカタログへアクセスできるユーザーのアクセス レベルをドロップダウン メニューから選択し、[OK] をクリック
します。

オプション 説明

読み取り専用 このカタログへアクセスできるユーザーは、カタログの vApp テンプレートおよび
ISO への読み取りアクセス権を有します。

読み取り/書き込み このカタログへアクセスできるユーザーは、カタログの vApp テンプレートおよび
ISO への読み取りアクセス権を有し、vApp テンプレートおよび ISO をカタログに追
加することができます。

完全コントロール このカタログへアクセスできるユーザーは、カタログのコンテンツおよび設定を完全

にコントロールすることができます。

 

8 [組織の追加] をクリックします。

9 この vCloud Director インストール環境上で、このカタログにアクセスできる組織を選択します。

オプション 説明

すべての組織 vCloud Director インストール環境内のすべての組織がこのカタログにアクセスでき
ます。

特定の組織 カタログへのアクセスを認める組織を選択し、[追加] をクリックします。
 

10 [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックします。

vCloud Director インストール環境で選択されたユーザー、グループおよび組織について、カタログとそのすべての内容
が公開カタログの下に表示されます。

外部組織へのカタログの公開

カタログを外部に公開すると、そのカタログの vApp テンプレートとメディア ファイルを、vCloud Director インストー
ル環境外のすべての組織から使用できます。

開始する前に

カタログを含む組織でカタログの外部公開が許可されていることを確認します。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

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

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

5 [外部公開] タブで、[有効] を選択し、カタログ フィードのパスワードを入力します。

6 [OK] をクリックします。

次に進む前に

[外部公開] タブに一覧表示されているサブスクリプション URL とパスワードを入力し、カタログへのアクセスを許可しま
す。カタログのコンテンツにアクセスするには、組織でそのカタログをサブスクライブする必要があります。
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外部カタログ フィードのサブスクリプション
外部のカタログ フィードに対する組織をサブスクライブし、vCloud Director のインストール環境の外部からカタログに
アクセスします。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

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

4 [カタログを追加] をクリックし、カタログ フィードの名前と、必要に応じて説明を入力します。

5 [外部カタログにサブスクライブする] を選択し、[次へ] をクリックします。

6 このカタログに使用するストレージのタイプを選択し、[次へ] をクリックします。

オプション 説明

組織内で使用できるすべてのストレージを使

用する

このカタログ フィードは、組織内で使用できるすべてのストレージを使用します。

特定のストレージ ポリシーに事前にプロビ
ジョニングされたストレージ

このカタログ フィードに使用する仮想データセンター ストレージ ポリシーを選択し、
[追加] をクリックします。

 

7 [メンバーを追加] をクリックします。

8 組織内で、このカタログ フィードにアクセスできるユーザーおよびグループを選択し、[OK] をクリックします。

オプション 説明

組織の全員 組織内のすべてのユーザーおよびグループがこのカタログ フィードにアクセスできま
す。

特定のユーザーとグループ カタログ フィードへのアクセスを認め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。

 

9 [組織の追加] をクリックします。

10 この vCloud Director インストール 環境で、このカタログ フィードにアクセスできる組織を選択し、[OK] をクリッ
クします。

オプション 説明

すべての組織 vCloud Director インストール環境内のすべての組織がこのカタログ フィードにア
クセスできます。

特定の組織 カタログ フィードへのアクセスを認める組織を選択し、[追加] をクリックします。
 

11 [次へ] をクリックします。

12 カタログ フィード設定を確認し、[完了] をクリックします。
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クラウド リソースの管理 5
プロバイダ仮想データセンター、組織仮想データセンター、外部ネットワーク、組織仮想データセンター ネットワーク、
およびネットワーク プールは、すべてクラウド リソースとみなされます。クラウド リソースを vCloud Director に追加
したら、クラウド リソースを変更したり、クラウド リソースの相互関係に関する情報を表示したりできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n プロバイダ仮想データセンターの管理 (P. 45)

n 組織仮想データセンターの管理 (P. 52)

n 外部ネットワークの管理 (P. 62)

n Edge ゲートウェイの管理 (P. 64)

n 組織仮想データセンター ネットワークの管理 (P. 82)

n ネットワーク プールの管理 (P. 95)

n クラウド セルの管理 (P. 97)

n サービス オファリングの管理 (P. 99)

プロバイダ仮想データセンターの管理

プロバイダ仮想データセンターを作成したら、プロバイダ仮想データセンターのプロパティを変更したり、プロバイダ仮

想データセンター自体を無効化/削除したり、プロバイダ仮想データセンターの ESX/ESXi ホストとデータストアを管理し
たりできます。

プロバイダ仮想データセンターの有効化または無効化

プロバイダ仮想データセンターを無効化して、そのプロバイダ仮想データセンターのリソースを使用する組織仮想データ

センターが作成されないようにすることができます。

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

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[有効化] または [無効化] を選択します。
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プロバイダ仮想データセンターの削除

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

開始する前に

n プロバイダ仮想データセンターを無効化します。

n プロバイダ仮想データセンターを使用する組織仮想データセンターをすべて無効化して削除します。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[削除] を選択します。

3 [はい] をクリックします。

プロバイダ仮想データセンターの名前および説明の変更

vCloud Director のインストール環境の規模が大きくなるにつれて、既存のプロバイダ仮想データセンターによりわかり
やすい名前または説明を割り当てることが必要になる場合があります。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 新しい名前または説明を入力し、[OK] をクリックします。

名前フィールドと説明フィールドを使用して、プロバイダ仮想データセンターで使用できる vSphere HA などの
vSphere 機能を示すことができます。

プロバイダ仮想データセンターのマージ

2 つ以上のプロバイダ仮想データセンターを単一のプロバイダ仮想データセンターにマージし、マージされたすべてのプ
ロバイダ仮想データセンターのリソースを統合できます。

手順

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

2 他のプロバイダ仮想データセンターとマージするプロバイダ仮想データセンターを右クリックし、[次とマージ] を選
択します。

3 このプロバイダ仮想データセンターとマージする 1 つ以上のプロバイダ仮想データセンターを選択し、[追加] をク
リックします。

複数のプロバイダ仮想データセンターを選択するには、Ctrl キーを押しながら操作します。

4 (オプション) プロバイダ仮想データセンターの新しい名前と説明を入力します。

5 [OK] をクリックします。

選択したプロバイダ仮想データセンターが、このプロバイダ仮想データセンターにマージされます。
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プロバイダ仮想データセンター ホストの有効化または無効化
ホストで vApp が起動しないように、ホストを無効にできます。ホスト上ですでに実行されている仮想マシンには影響し
ません。

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

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [ホスト] タブをクリックします。

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

vCloud Director は、そのリソースを使用するすべてのプロバイダ仮想データセンターのホストを有効または無効にしま
す。

プロバイダ仮想データセンター ホストの準備または準備解除
vCloud Director が使用する vSphere クラスタに ESX/ESXi ホストを追加する場合、プロバイダ仮想データセンターが
ホストのリソースを使用する前に、ホストを準備する必要があります。ホストを準備解除すれば、vCloud Director 環境
から削除できます。

実行中の仮想マシンのホスト間の移動については、「ESX/ESXi ホスト間の仮想マシンの移動 (P. 108)」を参照してくださ
い。

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

開始する前に

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

必要があります。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [ホスト] タブをクリックします。

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

vCloud Director は、そのリソースを使用するすべてのプロバイダ仮想データセンターのホストを準備または準備解除し
ます。

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

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [ホスト] タブをクリックします。

4 ホスト名を右クリックし、[ホストをアップグレード] を選択します。
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vCloud Director がホスト エージェントをアップグレードします。このアップグレードは、そのホストを使用するすべて
のプロバイダ仮想データセンターに影響します。

プロバイダ仮想データセンターの ESX/ESXi ホストの修復
ESX/ESXi ホストの vCloud Director エージェントと通信できない場合は、ホストの修復を試みます。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [ホスト] タブをクリックします。

4 ホスト名を右クリックし、[ホストを修復] を選択します。

vCloud Director がホストを修復します。この操作は、そのホストを使用するすべてのプロバイダ仮想データセンターに
影響します。

アップグレードされたプロバイダ仮想データセンター上での vSphere VXLAN の有効化
アップグレードされたプロバイダ仮想データセンター上で vSphere VXLAN を有効化し、プロバイダ仮想データセンター
用の VXLAN ネットワーク プールを作成します。

vSphere VXLAN は、新しいプロバイダ仮想データセンターに対してデフォルトで有効化されます。

開始する前に

お使いの vCloud 環境用に VXLAN を構成します。『vShield 管理者ガイド』を参照してください。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[VXLAN を有効化] を選択します。

プロバイダ仮想データセンター用の VXLAN ネットワーク プールが作成されます。「VXLAN ネットワーク プール (P. 19)」
を参照してください。

プロバイダ仮想データセンターのデータストア

プロバイダ仮想データセンターのデータストアは、プロバイダ仮想データセンターにストレージ容量を提供します。

プロバイダ仮想データセンターのデータストア メトリック

各プロバイダ仮想データセンターのデータストアに関する次の情報が、プロバイダ仮想データセンターの [データストア]
タブに表示されます。

表 5‑1.  データストア メトリック

タイトル 説明

名前 プロバイダ仮想データセンターのデータストアの名前。

有効 プロバイダ仮想データセンターのデータストアが有効化されている

場合、チェックマークが表示されます。

タイプ 仮想マシン ファイル システム (VMFS) か、ネットワーク ファイル
システム (NFS) か、データストアが使用するファイル システムのタ
イプ。
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表 5‑1.  データストア メトリック (続き)

タイトル 説明

使用済み ログ ファイル、スナップショットおよび仮想ディスクなど、仮想マ
シン ファイルに使用されているデータストア領域。仮想マシンをパ
ワーオンすると、使用済みストレージ領域にログ ファイルも含まれ
ます。

プロビジョニング済み 仮想マシンに保証されているデータストア領域。仮想マシンがシン

プロビジョニングを使用している場合、プロビジョニング済みの領

域の一部が使用されておらず、他の仮想マシンが使用されていない

領域を使用できる場合があります。

要求済み データストア上で vCloud Director が管理するオブジェクトによっ
てのみ使用されているプロビジョニング済みのストレージ。vCloud
Director 上でシン プロビジョニングが有効化されている場合、要
求済み領域の一部が使用されていない場合があります。

vCenter データストアに関連付けられた vCenter Server。

プロバイダ仮想データセンターへのストレージ ポリシーの追加
プロバイダ仮想データセンターにストレージ ポリシーを追加し、プロバイダ仮想データセンターによってバッキングされ
る組織仮想データセンターのストレージ ポリシーをサポートします。

ストレージ ポリシーは、vSphere において作成され、管理されます。vSphere の文書を参照するか、vSphere 管理者に
問い合わせてください。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [ストレージ ポリシー] タブをクリックします。

4 [ストレージ ポリシーの追加] をクリックします。

5 ストレージ ポリシーを選択し、[追加] をクリックします。

[任意] を選択すると、vCloud Director は、データソースがプロバイダ仮想データセンターのクラスタに追加、また
はクラスタから削除されるときに、動的にそれらを追加および削除します。

6 [OK] をクリックします。

ストレージ ポリシーのサポートが、プロバイダ仮想データセンターに追加されます。

次に進む前に

プロバイダ仮想データセンターによってバッキングされている組織仮想データセンターを構成し、ストレージ ポリシーを
サポートします。「組織仮想データセンターへのストレージ ポリシーの追加 (P. 62)」 を参照してください。

プロバイダ仮想データセンター上のストレージ ポリシーのメタデータの編集
プロバイダ仮想データセンター上のストレージ ポリシーのメタデータを編集できます。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [ストレージ ポリシー] タブをクリックします。

4 ストレージ ポリシーを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
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5 適宜メタデータを編集し、[OK] をクリックします。

プロバイダ仮想データセンターへのリソース プールの追加
プロバイダ仮想データセンターが提供する従量課金制および割り当てプールの組織仮想データセンターを拡張できるよう

に、プロバイダ仮想データセンターに追加のリソース プールを加えることができます。

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

開始する前に

プロバイダ仮想データセンターのプライマリ リソース プールと同じ vCenter データセンターで、1 つ以上のリソース
プールが使用可能であることを確認します。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [リソース プール] タブをクリックします。

4 [リソース プールの追加] をクリックします。

5 追加するリソース プールを選択し、[完了] をクリックします。

vCloud Director では、リソース プールをプロバイダ仮想データセンターで使用できるよう追加し、そのプロバイダ仮想
データセンターでバッキングされる従量課金制と割り当てプールの組織仮想データセンターすべてに柔軟性を持たせます。

vCloud Director は、新しいリソース プールの下に [システム VDC] リソース プールも追加します。このリソース プー
ルは、vShield 仮想マシンおよびリンク クローンのテンプレートとして機能する仮想マシンの作成に使用されます。シス
テム仮想データセンター リソース プールは、編集または削除しないでください。

プロバイダ仮想データセンター リソース プールの有効化または無効化
リソース プールを無効化すると、プロバイダ仮想データセンターがリソース プールのメモリおよびコンピューティング
リソースを使用できなくなります。

プロバイダ仮想データセンター上には、少なくとも 1 つの有効化されたリソース プールが必要です。リソース プールを
無効化しても、すでに進行中のプロセスによるリソースの使用は妨げられません。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [リソース プール] タブをクリックします。

4 リソース プールを右クリックし、[有効化] または [無効化] を選択します。

プロバイダ仮想データセンターからのリソース プールの分離
プロバイダ仮想データセンターに複数のリソース プールがある場合は、プロバイダ仮想データセンターからリソース プー
ルを分離することができます。

開始する前に

1 プロバイダ仮想データセンターでリソース プールを無効化します。

2 そのリソース プールから仮想マシンを有効化されたリソース プールへ移行します。

3 無効化されたリソース プールの影響を受けるネットワークを再デプロイします。
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4 無効化されたリソース プールの影響を受ける Edge ゲートウェイを再デプロイします。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [リソース プール] タブをクリックします。

4 リソース プールを右クリックし、[分離] をクリックします。

プロバイダ仮想データセンター上のリソース プール間での仮想マシンの移行
仮想マシンを、同じプロバイダ仮想データセンター上の 1 つのリソース プールから別のリソース プールへ移行すること
ができます。仮想マシンを移行することにより、最近追加されたリソース プールに仮想マシンを追加したり、コミッショ
ン解除する予定のリソース プールから仮想マシンを削除したり、手動でプロバイダ仮想データセンター リソースのバラ
ンスをとったりすることができます。

予約プール組織仮想データセンターの一部である仮想マシンは、移行することができません。テンプレートとメディアは、

データストアの移行を使用して別々に移行してください。

開始する前に

プロバイダ仮想データセンターに、仮想マシンが存在するリソース プール以外のリソース プールが少なくとも 1 つ存在
することを確認してください。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [リソース プール] タブをクリックします。

4 リソース プール名を右クリックして [開く] を選択します。

5 仮想マシン名を右クリックして、[次に移行] を選択します。

複数の仮想マシンを選択するには、Ctrl キーを押しながらクリックします。

6 仮想マシンのターゲット リソース プールを選択する方法を選択します。

オプション 説明

自動的にリソース プールを選択 vCloud Director は、存在するすべてのリソース プールの現在のリソース バランス
に基づいて、仮想マシンのターゲット リソース プールを選択します。

手動でリソース プールを選択 使用可能なリソース プールのリストから、仮想マシンの移行先にするリソース プー
ルを選択します。

 

7 [OK] をクリックします。

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

が少ないことが通知されます。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [データストア] タブをクリックします。
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4 データストア名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

5 データストアのディスク領域しきい値を選択します。

黄色と赤の 2 つのしきい値を設定できます。スタンドアロン データストア上でしきい値を設定すると、しきい値は
そのデータストアにのみ適用されます。ストレージ POD 上でしきい値を設定すると、しきい値はストレージ POD
のすべてのデータストアに適用されます。デフォルトでは、vCloud Director は、赤のしきい値をスタンドアロン
データストアまたは POD の合計容量の 15% に設定し、黄色のしきい値を 25% に設定します。

vCloud Director が電子メール アラートを送信するとき、メッセージには、どちらのしきい値を超えたのかが示さ
れます。データストアがその赤のしきい値に到達すると、仮想マシン配置エンジンは、そのデータストアに対する仮

想マシンの配置を停止します。

ストレージ POD 上のデフォルトのしきい値は POD の合計容量に基づいているため、しきい値は POD 内の個々の
データストアの容量を超える場合があります。ストレージ POD 上のしきい値を設定する場合は、POD 内の各デー
タストアの容量を考慮し、デフォルトのしきい値設定を使用するのではなく、手動でしきい値を設定してください。

6 [OK] をクリックします。

vCloud Director は、データストアを使用するすべてのプロバイダ仮想データセンターのしきい値を設定し、データスト
アがしきい値を超えると電子メール アラートを送信します。

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

開始する前に

SMTP サーバに対する有効な接続があることを確認します。

手順

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

2 プロバイダ仮想データセンター名を右クリックし、[通知] を選択します。

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

組織仮想データセンターの管理

組織仮想データセンターを作成したら、組織仮想データセンターのプロパティを変更したり、組織仮想データセンター自

体を無効化/削除したり、組織仮想データセンターの割り当てモデル、ストレージ、ネットワーク設定を管理したりできま
す。

組織仮想データセンターの作成

組織仮想データセンターを作成して、組織にリソースを割り当てます。組織仮想データセンターは、プロバイダ仮想デー

タセンターからパーティションで区切られています。1 つの組織が複数の組織仮想データセンターを持つことができます。

開始する前に

リソースを組織に割り当てるには、事前にプロバイダ仮想データセンターを持っている必要があります。

手順

1 [新しい組織仮想データセンター] ウィザードの起動 (P. 53)

[新規の組織仮想データセンター] ウィザードを起動して、組織仮想データセンターを作成するプロセスを開始します。
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2 組織仮想データセンターの組織の選択 (P. 54)

組織仮想データセンターを作成すると、vCloud Director システムのどの組織にでもリソースを提供できます。1
つの組織に対して、複数の組織仮想データセンターを作成できます。

3 プロバイダ仮想データセンターの選択 (P. 54)

組織仮想データセンターは、使用するコンピューティング リソースとストレージ リソースをプロバイダ仮想データ
センターから入手します。組織仮想データセンターは、これらのリソースを、組織内の vApp と仮想マシンに提供
します。

4 割り当てモデルの選択 (P. 54)

割り当てモデルにより、管理者が割り当てるプロバイダ仮想データセンターのコンピューティング リソースとメモ
リ リソースが組織仮想データセンターにコミットされる方法とタイミングが決定されます。

5 割り当てモデルの構成 (P. 55)

割り当てモデルを構成して、組織仮想データセンターに割り当てるプロバイダ仮想データセンター リソースの量を
指定します。

6 ストレージを割り当て (P. 56)

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

7 ネットワーク プールとサービスの選択 (P. 57)

ネットワーク プールは、vApp ネットワークと内部の組織仮想データセンター ネットワークを作成するために使用
できる、区別されていないネットワークのグループです。

8 Edge ゲートウェイの構成 (P. 57)

1 つ以上の外部ネットワークに接続できるように、Edge ゲートウェイを構成します。

9 外部ネットワークの構成 (P. 57)

Edge ゲートウェイが接続できる外部ネットワークを選択します。

10 新規 Edge ゲートウェイ上の IP 設定の構成 (P. 58)

新規 Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークの IP 設定を構成します。

11 新規 Edge ゲートウェイ上の IP プールの細分割り当て (P. 58)

Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークが提供する IP プールを複数の固定 IP プールに細分割り当てします。

12 新規 Edge ゲートウェイ上のレート制限の構成 (P. 58)

Edge ゲートウェイのそれぞれの外部ネットワークについて着信および発信のレート制限を設定します。

13 組織仮想データセンター ネットワークの作成 (P. 59)

新しい Edge ゲートウェイに接続する組織仮想データセンター ネットワークを作成できます。

14 組織仮想データセンターの名前の指定 (P. 59)

新しい組織仮想データセンターで使用できる vSphere 機能を示すため、わかりやすい名前を指定し、必要に応じ
て説明も入力できます。

15 設定の確認と組織仮想データセンターの作成 (P. 59)

組織仮想データセンターを作成する前に、入力した設定を確認します。

[新しい組織仮想データセンター] ウィザードの起動

[新規の組織仮想データセンター] ウィザードを起動して、組織仮想データセンターを作成するプロセスを開始します。

手順

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

2 追加ボタンをクリックします。
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組織仮想データセンターの組織の選択

組織仮想データセンターを作成すると、vCloud Director システムのどの組織にでもリソースを提供できます。1 つの組
織に対して、複数の組織仮想データセンターを作成できます。

手順

1 組織を選択します。

2 [次へ] をクリックします。

プロバイダ仮想データセンターの選択

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

手順

1 プロバイダ仮想データセンターを選択します。

プロバイダ仮想データセンター リストには使用可能なリソースに関する情報が表示され、ネットワーク リストには
選択したプロバイダ仮想データセンターで使用可能なネットワークに関する情報が表示されます。

2 [次へ] をクリックします。

割り当てモデルの選択

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

開始する前に

どの割り当てモデルが環境に適しているかについて理解していることを確認します。「割り当てモデルについて (P. 24)」
を参照してください。

手順

1 割り当てモデルを選択します。

オプション 説明

割り当てプール プロバイダ仮想データセンターから割り当てるリソースの割合は、組織仮想データセ

ンターにコミットされます。CPU と メモリの両方に割合を指定できます。

従量課金制 リソースは、組織仮想データセンターでユーザーが vApp を作成するときにのみコ
ミットされます。

予約プール 割り当てるすべてのリソースは、組織仮想データセンターに直ちにコミットされます。

 
配置エンジンおよび仮想マシンの共有、レートおよび制限の詳細については、『vCloud Director ユーザー ガイド』
を参照してください。

2 [次へ] をクリックします。
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割り当てモデルの構成

割り当てモデルを構成して、組織仮想データセンターに割り当てるプロバイダ仮想データセンター リソースの量を指定し
ます。

手順

1 割り当てモデルのオプションを選択します。

モデルによっては、一部のオプションが含まれていないものもあります。

オプション 操作

CPU の割り当て 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに割り当てる CPU の最大使用
量を GHz 単位で入力します。このオプションは、割り当てプールと予約プールの割
り当てモデルの場合にのみ指定できます。

確保された CPU リソース 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに保証する CPU リソースの割
合を入力します。100 パーセント未満を保証すると、リソースをオーバーコミットで
きます。このオプションは、割り当てプールと従量課金制の割り当てモデルの場合に

のみ指定できます。割り当てプールのデフォルト値は 50 パーセントで、従量課金制
のデフォルトは 20 パーセントです。割り当てプールの割り当てモデルの場合、割合
の保証によってこの組織仮想データセンターにコミットされる CPU の割り当ての割
合も決定されます。

vCPU 速度 vCPU 速度を GHz 単位で入力します。組織仮想データセンターで実行されている仮
想マシンには、vCPU あたりこの GHz 単位の速度が割り当てられます。このオプショ
ンは、従量課金制割り当てモデルの場合にのみ指定できます。

メモリの割り当て 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに割り当てるメモリの最大使用

量を GB 単位で入力します。このオプションは、割り当てプールと予約プールの割り
当てモデルの場合にのみ指定できます。

確保されたメモリ リソース 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに保証するメモリ リソースの割
合を入力します。100 パーセント未満を保証すると、リソースをオーバーコミットで
きます。このオプションは、割り当てプールと従量課金制の割り当てモデルの場合に

のみ指定できます。割り当てプールのデフォルトは 50 パーセントで、従量課金制の
デフォルトは 20 パーセントです。割り当てプールの割り当てモデルの場合、割合の
保証によってこの組織仮想データセンターにコミットされるメモリの割り当ての割合

も決定されます。

最大仮想マシン数 組織仮想データセンターで作成可能な仮想マシンの最大数を入力します。

 

2 [次へ] をクリックします。

例: 割り当てモデルの構成

組織仮想データセンターを作成すると、vCloud Director は、指定される割り当てモデルの設定に基づいて vSphere リ
ソース プールを作成します。

表 5‑2.  単一クラスタの割り当てプール機能が有効になっている場合の割り当てプール設定によるリソース プール設定へ
の影響

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

CPU の割り当て 25 GHz CPU 制限 25 GHz

CPU % の保証 10% CPU の予約 2.5GHz

メモリの割り当て 50 GB メモリの制限 50 GB

メモリ % の保証 20% メモリの予約 10GB
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表 5‑3.  単一クラスタの割り当てプール機能が無効になっている場合の割り当てプール設定によるリソース プール設定へ
の影響

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

すべてのサブリソース プール
でこの組織 VDC にコミットさ
れた値

CPU の割り当て 25 GHz CPU 制限 vCPU の合計数に、関連付け
られているすべての仮想マシ

ンの vCPU 周波数を掛けた値

該当なし

CPU % の保証 10% CPU の予約 関連付けられているすべての

仮想マシンの vCPU の数に、
vCPU 周波数、CPU の割合
保証を掛けた合計値

2.5GHz

メモリの割り当て 50 GB メモリの制限 関連付けられているすべての

仮想マシンの構成済みのメモ

リ サイズの合計

該当なし

メモリ % の保証 20% メモリの予約 構成済みのメモリ サイズの合
計に、関連付けられているす

べての仮想マシンのメモリの

割合の保証を掛けた値

10GB

表 5‑4.  従量課金制の設定によるリソース プール設定への影響

従量課金制の設定 従量課金制の値 リソース プール設定 リソース プール値

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

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

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

表 5‑5.  予約プール設定によるリソース プール設定への影響

予約プール設定 予約プール値 リソース プール設定 リソース プール値

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

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

ストレージを割り当て

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

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

高速プロビジョニングでは、特定の操作の場合に vSphere リンク クローンを使用して時間を節約します。「仮想マシンの
高速プロビジョニング (P. 120)」 を参照してください。

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

1 割り当てるストレージ ポリシーを選択して、[追加] をクリックします。

2 割り当てるストレージの量を入力します。

3 ドロップダウン メニューで [デフォルトのインスタンス化プロファイル] を選択します。

これは、ストレージ ポリシーが仮想マシンまたは vApp テンプレートのレベルで指定されていないすべての仮想マ
シンのプロビジョニング操作で使用される、デフォルトのストレージ ポリシーです。

4 (オプション) [シン プロビジョニングを有効化] チェック ボックスをオンにして、組織仮想データセンター内の仮想
マシンのシン プロビジョニングを有効化します。

5 (オプション) [高速プロビジョニングを有効化] チェック ボックスをオフにして、組織仮想データセンター内の仮想マ
シンの高速プロビジョニングを無効化します。

6 [次へ] をクリックします。

ネットワーク プールとサービスの選択

ネットワーク プールは、vApp ネットワークと内部の組織仮想データセンター ネットワークを作成するために使用でき
る、区別されていないネットワークのグループです。

手順

1 ネットワーク プールを選択するか、[なし] を選択します。

[なし] を選択する場合は、後でネットワーク プールを追加できます。

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

3 (オプション) 使用可能なそれぞれのサードパーティまたは Edge ゲートウェイ サービスに [有効化] を選択し、有効
化します。

4 [次へ] をクリックします。

Edge ゲートウェイの構成

1 つ以上の外部ネットワークに接続できるように、Edge ゲートウェイを構成します。

手順

1 (オプション) [新規の Edge ゲートウェイの作成] を選択して、Edge ゲートウェイを作成および構成します。

2 新しい Edge ゲートウェイの名前を入力し、必要に応じて説明も入力します。

3 Edge ゲートウェイのゲートウェイ構成を選択します。

4 [高可用性の有効化] を選択し、Edge ゲートウェイで高可用性を有効にします。

5 (オプション) [IP 設定の構成] を選択し、外部インターフェイスの IP アドレスを手動で構成します。

6 (オプション) [IP プールの細分割り当て] を選択し、使用するゲートウェイ サービスの一連の IP アドレスを割り当て
ます。

7 (オプション) [レート制限の構成] を選択し、外部接続された各インターフェイスの着信および発信のレート制限を選
択します。

8 [次へ] をクリックします。

外部ネットワークの構成

Edge ゲートウェイが接続できる外部ネットワークを選択します。

このページは、[新規の Edge ゲートウェイの作成] を選択した場合にのみ表示されます。
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手順

1 リストから外部ネットワークを選択して [追加] をクリックします。

複数のネットワークを選択するには、Ctrl キーを押しながら操作します。

2 デフォルト ゲートウェイにするネットワークを選択します。

3 (オプション) [DNS リレーのデフォルトのゲートウェイを使用します]を選択します。

4 [次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ上の IP 設定の構成

新規 Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークの IP 設定を構成します。

このページは、ゲートウェイの構成中に [IP 設定の構成] を選択した場合にのみ表示されます。

手順

1 [IP 設定の構成] ページで、[IP 割り当ての変更] をクリックします。

2 IP アドレスを指定するそれぞれの外部ネットワークについて、ドロップダウン メニューから [手動] を選択します。

3 [手動] に設定するそれぞれの外部ネットワークの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ上の IP プールの細分割り当て

Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークが提供する IP プールを複数の固定 IP プールに細分割り当てします。

このページは、ゲートウェイの構成中に [IP プールの細分割り当て] を選択した場合にのみ表示されます。

手順

1 外部ネットワークと細分割り当てする IP プールを選択します。

2 IP プールの範囲内の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力し、[追加] をクリックします。

この手順を繰り返し、細分割り当てされた複数の IP プールを追加します。

3 (オプション) 細分割り当てされた IP プールを選択し、[変更] をクリックして、細分割り当てされた IP プールの IP ア
ドレスの範囲を変更します。

4 (オプション) 細分割り当てされた IP プールを選択し、[削除] をクリックして、細分割り当てされた IP プールを削除
します。

5 [次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ上のレート制限の構成

Edge ゲートウェイのそれぞれの外部ネットワークについて着信および発信のレート制限を設定します。

このページは、ゲートウェイの構成中に [レート制限の構成] を選択した場合にのみ表示されます。レート制限は、静的結
合の分散ポート グループによりバッキングされている外部ネットワークにのみ適用されます。

手順

1 レート制限を有効化するそれぞれの外部ネットワークに対して [有効化] をクリックします。

2 有効化されたそれぞれの外部ネットワークに対し、[着信のレート制限] を 1 秒あたりのギガビットで入力します。

3 有効化されたそれぞれの外部ネットワークに対し、[発信のレート制限] を 1 秒あたりのギガビットで入力し、[次へ]
をクリックします。
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組織仮想データセンター ネットワークの作成

新しい Edge ゲートウェイに接続する組織仮想データセンター ネットワークを作成できます。

このページは、[新規の Edge ゲートウェイの作成] を選択した場合にのみ表示されます。

手順

1 (オプション) [この新規 Edge ゲートウェイに接続されたこの仮想データセンターのネットワークを作成する] を選択
します。

2 新しい組織仮想データセンター ネットワークの名前を入力し、必要に応じて説明も入力します。

3 (オプション) [このネットワークを組織内の他の VDC と共有する] を選択します。

4 組織仮想データセンター ネットワークのゲートウェイ アドレスとネットワーク マスクを入力します。

5 (オプション) [ゲートウェイ DNS を使用] を選択し、ゲートウェイの DNS リレーを使用します。

このオプションは、ゲートウェイで DNS リレーが有効化されている場合にのみ使用できます。

6 (オプション) DNS を使用する DNS 設定を入力します。

7 IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力し、[追加] をクリックして固定 IP プールを作成します。

この手順を繰り返し、複数の固定 IP プールを追加します。

8 [次へ] をクリックします。

組織仮想データセンターの名前の指定

新しい組織仮想データセンターで使用できる vSphere 機能を示すため、わかりやすい名前を指定し、必要に応じて説明
も入力できます。

手順

1 名前と、必要に応じて説明を入力します。

2 (オプション) [有効] をオフにします。

組織仮想データセンターを無効にすると、新規 vApp はその仮想データセンターにデプロイされなくなります。

3 [次へ] をクリックします。

設定の確認と組織仮想データセンターの作成

組織仮想データセンターを作成する前に、入力した設定を確認します。

手順

1 組織仮想データセンターの設定を確認します。

2 (オプション) [戻る] をクリックして設定を変更します。

3 (オプション) この仮想データセンターの組織仮想データセンター ネットワークをすぐに作成するには、[このウィザー
ドを終了後、この組織にネットワークを追加します] を選択します。

4 [完了] をクリックして設定を受け入れ、組織仮想データセンターを作成します。

組織仮想データセンターを作成すると、vCloud Director は、CPU とメモリのリソースを提供するために vSphere
でリソース プールを作成します。
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組織仮想データセンターの有効化または無効化

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

手順

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

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[有効化] または [無効化] を選択します。

組織仮想データセンターの削除

組織仮想データセンターを削除し、そのコンピューティング リソース、メモリ リソース、およびストレージ リソースを
組織から削除することができます。リソースは、ソース プロバイダ仮想データセンターにそのまま残ります。

開始する前に

組織仮想データセンターを無効化し、その vApp、vApp テンプレート、およびメディアをすべて移動または削除します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[削除] を選択します。

3 [はい] をクリックします。

組織仮想データセンターのプロパティ

仮想データセンターの名前と説明、割り当てモデルの設定、ストレージ設定およびネットワーク設定など、既存の組織仮

想データセンターのプロパティを編集できます。

n 組織仮想データセンターの名前および説明の変更 (P. 60)

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

n 組織仮想データセンターの割り当てモデルの設定の編集 (P. 61)

組織仮想データセンターの割り当てモデルは変更できませんが、組織仮想データセンターの作成時に指定した割り

当てモデルの設定の一部は変更できます。

n 組織仮想データセンター ストレージの設定の編集 (P. 61)

組織仮想データセンターを作成および使用した後で、ソース プロバイダ仮想データセンターからストレージ リソー
スをさらに割り当てることができます。また、その組織仮想データセンターのシン プロビジョニングと高速プロビ
ジョニングを有効化または無効化することもできます。

n 組織仮想データセンター ネットワークの設定の編集 (P. 62)

組織仮想データセンターでプロビジョニングされるネットワークの最大数と、ネットワークのプロビジョニング元

となるネットワーク プールを変更できます。

組織仮想データセンターの名前および説明の変更

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

手順

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

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。
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3 [全般] タブで新しい名前と説明を入力し、[OK] をクリックします。

名前フィールドと説明フィールドを使用して、組織仮想データセンターで使用できる vSphere HA などの vSphere
機能を示すことができます。

組織仮想データセンターの割り当てモデルの設定の編集

組織仮想データセンターの割り当てモデルは変更できませんが、組織仮想データセンターの作成時に指定した割り当てモ

デルの設定の一部は変更できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

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

オプション 操作

CPU の割り当て 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに割り当てる CPU の最大使用
量を GHz 単位で入力します。このオプションは、割り当てプールと予約プールの割
り当てモデルの場合にのみ指定できます。

確保された CPU リソース 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに保証する CPU リソースの割
合を入力します。100% 未満を保証すると、リソースをオーバーコミットできます。
このオプションは、割り当てプールと従量課金制の割り当てモデルの場合にのみ指定

できます。

vCPU 速度 vCPU 速度を GHz 単位で入力します。組織仮想データセンターで実行されている仮
想マシンには、vCPU あたりこの GHz 単位の速度が割り当てられます。このオプショ
ンは、従量課金制割り当てモデルの場合にのみ指定できます。

メモリの割り当て 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに割り当てるメモリの最大使用

量を GB 単位で入力します。このオプションは、割り当てプールと予約プールの割り
当てモデルの場合にのみ指定できます。

確保されたメモリ リソース 組織仮想データセンターで実行されている仮想マシンに保証するメモリ リソースの割
合を入力します。100% 未満を保証すると、リソースをオーバーコミットできます。
このオプションは、割り当てプールと従量課金制の割り当てモデルの場合にのみ指定

できます。

最大仮想マシン数 組織仮想データセンターで作成可能な仮想マシンの最大数を入力します。

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

組織仮想データセンター ストレージの設定の編集

組織仮想データセンターを作成および使用した後で、ソース プロバイダ仮想データセンターからストレージ リソースを
さらに割り当てることができます。また、その組織仮想データセンターのシン プロビジョニングと高速プロビジョニング
を有効化または無効化することもできます。

高速プロビジョニングには、vCenter Server 5.0 以降のホストと ESXi 5.0 以降のホストが必要です。組織仮想データセ
ンターが基づいているプロバイダ仮想データセンター に ESX/ESXi 4.x ホストが含まれる場合は、高速プロビジョニング
を無効化する必要があります。高速プロビジョニングの詳細については、「仮想マシンの高速プロビジョニング (P. 120)」
を参照してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [ストレージ] タブをクリックします。
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4 (オプション) [シン プロビジョニングを有効化] を選択して、組織仮想データセンター内の仮想マシンのシン プロビ
ジョニングを有効化します。

5 (オプション) [高速プロビジョニングを有効化] を選択して、組織仮想データセンター内の仮想マシンの高速プロビ
ジョニングを有効化します。

6 [OK] をクリックします。

組織仮想データセンター ネットワークの設定の編集

組織仮想データセンターでプロビジョニングされるネットワークの最大数と、ネットワークのプロビジョニング元となる

ネットワーク プールを変更できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [ネットワーク プール] タブをクリックします。

4 (オプション) ドロップダウン メニューからネットワーク プールを選択するか、[なし] を選択します。

[なし] を選択する場合は、後でネットワーク プールを追加できます。

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

6 [OK] をクリックします。

組織仮想データセンターへのストレージ ポリシーの追加
組織仮想データセンターにストレージ ポリシーを追加し、プロバイダ仮想データセンターで仮想マシンのストレージ ポ
リシーをサポートします。

開始する前に

1 つ以上のストレージ ポリシーを、組織仮想データセンターをバッキングするプロバイダ仮想データセンターに関連付け
る必要があります。「プロバイダ仮想データセンターへのストレージ ポリシーの追加 (P. 49)」 を参照してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [ストレージ ポリシー] タブをクリックし、[追加] をクリックします。

4 ストレージ ポリシーを選択し、[追加] をクリックして、 [OK] をクリックします。

ストレージ ポリシーのサポートが、組織仮想データセンターに追加されます。

外部ネットワークの管理

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

外部ネットワークの名前および説明の変更

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

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、左側のペインで [外部ネットワーク] をクリックします。
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2 外部ネットワーク名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

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

外部ネットワーク仕様の表示と変更

既存の外部ネットワーク仕様を表示、変更、または削除し、新しい外部ネットワーク仕様を追加することができます。

n 新しい外部ネットワーク仕様の追加 (P. 63)

既存の外部ネットワーク仕様とは異なるネットマスクまたはゲートウェイが必要な場合は、新しい外部ネットワー

ク仕様を追加します。

n 外部ネットワーク仕様の変更 (P. 63)

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

n 外部ネットワーク仕様の削除 (P. 64)

使用されなくなった外部ネットワーク仕様は削除することができます。

手順

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

2 外部ネットワーク名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [ネットワーク仕様] タブをクリックします。

新しい外部ネットワーク仕様の追加

既存の外部ネットワーク仕様とは異なるネットマスクまたはゲートウェイが必要な場合は、新しい外部ネットワーク仕様

を追加します。

手順

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

2 外部ネットワーク名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [ネットワークの仕様] タブで [追加] をクリックします。

4 使用する外部ネットワーク仕様の[ゲートウェイ アドレス]と[サブネット マスク]を入力します。

5 (オプション) 使用する外部ネットワーク仕様の[プライマリ DNS] と[セカンダリ DNS] を入力します。

6 使用する外部ネットワーク仕様の 1 つまたは複数の[固定 IP プール]を入力します。

複数の固定 IP プールは改行で区切ります。

7 [OK] をクリックします。

外部ネットワーク仕様の変更

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

手順

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

2 外部ネットワーク名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [ネットワークの仕様] タブで、変更する外部ネットワーク仕様を削除し、[変更] をクリックします。

4 必要に応じて設定を修正し、[OK] をクリックします。

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

使用されなくなった外部ネットワーク仕様は削除することができます。

手順

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

2 外部ネットワーク名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [ネットワークの仕様] タブで、削除する外部ネットワーク仕様を削除し、[削除] をクリックします。

4 [OK] をクリックします。

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

手順

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

2 外部ネットワーク名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [ネットワークの仕様] タブで、サブネットを選択して [変更] をクリックします。

4 テキスト ボックスに IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力します。

5 [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックします。

外部ネットワークの削除

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

開始する前に

外部ネットワークを削除するには、事前にそのネットワークに依存する Edge ゲートウェイと組織仮想データセンター
ネットワークをすべて削除する必要があります。

手順

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

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

Edge ゲートウェイの管理
Edge ゲートウェイは、経路指定された組織仮想データセンター ネットワークに対し、外部ネットワークへの接続を提供
し、ロードバランス化、ネットワーク アドレス変換およびファイアウォールなどのサービスを提供できます。

Edge ゲートウェイには、vShield が必要です。詳細については、vShield のドキュメントを参照してください。

Edge ゲートウェイの追加
Edge ゲートウェイは、経路指定された組織仮想データセンター ネットワークに経路指定およびその他のサービスを提供
します。

手順

1 新規 Edge ゲートウェイ ウィザードの起動 (P. 65)

新規 Edge ゲートウェイ ウィザードを起動して、組織仮想データセンターに Edge ゲートウェイを追加するプロセ
スを開始します。
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2 新規 Edge ゲートウェイのゲートウェイおよび IP 構成オプションの選択 (P. 65)

1 つ以上の物理ネットワークに接続できるように、Edge ゲートウェイを構成します。

3 新規 Edge ゲートウェイの外部ネットワークの選択 (P. 66)

Edge ゲートウェイが接続できる外部ネットワークを選択します。

4 新規 Edge ゲートウェイ上の IP 設定の構成 (P. 66)

新規 Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークの IP 設定を構成します。

5 新規 Edge ゲートウェイ上の IP プールの細分割り当て (P. 66)

Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークが提供する IP プールを複数の固定 IP プールに細分割り当てします。

6 新規 Edge ゲートウェイ上のレート制限の構成 (P. 66)

Edge ゲートウェイのそれぞれの外部ネットワークについて着信および発信のレート制限を設定します。

7 新規 Edge ゲートウェイの名前と説明の構成 (P. 67)

Edge ゲートウェイの名前と、必要に応じて説明を入力します。

8 新規 Edge ゲートウェイの構成の確認 (P. 67)

追加プロセスを完了する前に、Edge ゲートウェイの構成を確認します。

新規 Edge ゲートウェイ ウィザードの起動

新規 Edge ゲートウェイ ウィザードを起動して、組織仮想データセンターに Edge ゲートウェイを追加するプロセスを開
始します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、追加ボタンをクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ ウィザードが起動します。

新規 Edge ゲートウェイのゲートウェイおよび IP 構成オプションの選択

1 つ以上の物理ネットワークに接続できるように、Edge ゲートウェイを構成します。

手順

1 Edge ゲートウェイのゲートウェイ構成を選択します。

オプション 説明

コンパクト 必要なメモリとコンピューティング リソースが少なくて済みます。

完全 多くの容量が提供され、パフォーマンスが向上します。「完全」と「完全-4」構成は、
同じセキュリティ機能を提供します。

完全-4 多くの容量が提供され、パフォーマンスが向上します。「完全」と「完全-4」構成は、
同じセキュリティ機能を提供します。完全-4 Edge ゲートウェイを高可用性を有効に
してデプロイするには、ESXi に利用可能な vCPU が 8 個以上ある必要があります。

 

2 (オプション) [高可用性の有効化] を選択し、Edge ゲートウェイで高可用性を有効にします。

3 (オプション) [IP 設定の構成] を選択し、外部インターフェイスの IP アドレスを手動で構成します。

4 (オプション) [IP プールの細分割り当て] を選択し、使用するゲートウェイ サービスの一連の IP アドレスを割り当て
ます。

5 (オプション) [レート制限の構成] を選択し、外部接続された各インターフェイスの着信および発信のレート制限を選
択します。
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6 [次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイの外部ネットワークの選択

Edge ゲートウェイが接続できる外部ネットワークを選択します。

手順

1 リストから外部ネットワークを選択して [追加] をクリックします。

複数のネットワークを選択するには、Ctrl キーを押しながら操作します。

2 [デフォルト ゲートウェイ] にするネットワークを選択します。

3 (オプション) [DNS リレーのデフォルトのゲートウェイを使用します]を選択します。

4 [次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ上の IP 設定の構成

新規 Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークの IP 設定を構成します。

このページは、ゲートウェイの構成中に [IP 設定の構成] を選択した場合にのみ表示されます。

手順

1 [IP 設定の構成] ページで、[IP 割り当ての変更] をクリックします。

2 IP アドレスを指定するそれぞれの外部ネットワークについて、ドロップダウン メニューから [手動] を選択します。

3 [手動] に設定するそれぞれの外部ネットワークの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ上の IP プールの細分割り当て

Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークが提供する IP プールを複数の固定 IP プールに細分割り当てします。

このページは、ゲートウェイの構成中に [IP プールの細分割り当て] を選択した場合にのみ表示されます。

手順

1 外部ネットワークと細分割り当てする IP プールを選択します。

2 IP プールの範囲内の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力し、[追加] をクリックします。

この手順を繰り返し、細分割り当てされた複数の IP プールを追加します。

3 (オプション) 細分割り当てされた IP プールを選択し、[変更] をクリックして、細分割り当てされた IP プールの IP ア
ドレスの範囲を変更します。

4 (オプション) 細分割り当てされた IP プールを選択し、[削除] をクリックして、細分割り当てされた IP プールを削除
します。

5 [次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイ上のレート制限の構成

Edge ゲートウェイのそれぞれの外部ネットワークについて着信および発信のレート制限を設定します。

このページは、ゲートウェイの構成中に [レート制限の構成] を選択した場合にのみ表示されます。レート制限は、静的結
合の分散ポート グループによりバッキングされている外部ネットワークにのみ適用されます。

手順

1 レート制限を有効化するそれぞれの外部ネットワークに対して [有効化] をクリックします。

2 有効化されたそれぞれの外部ネットワークに対し、[着信のレート制限] を 1 秒あたりのギガビットで入力します。
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3 有効化されたそれぞれの外部ネットワークに対し、[発信のレート制限] を 1 秒あたりのギガビットで入力し、[次へ]
をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイの名前と説明の構成

Edge ゲートウェイの名前と、必要に応じて説明を入力します。

手順

1 Edge ゲートウェイの [名前] を入力します。

2 (オプション) Edge ゲートウェイの [説明] を入力します。

3 [次へ] をクリックします。

新規 Edge ゲートウェイの構成の確認

追加プロセスを完了する前に、Edge ゲートウェイの構成を確認します。

手順

1 新規 Edge ゲートウェイの設定を確認し、それらが正しいことを確認します。

2 (オプション) [戻る] をクリックして変更します。

3 [完了] をクリックします。

Edge ゲートウェイ サービスの構成
DHCP、ファイアウォール、ネットワーク アドレス変換 (NAT)、VPN などのサービスを、Edge ゲートウェイに対して構
成できます。組織管理者は、自分の Edge ゲートウェイに対していくつかのネットワーク サービスを構成することもでき
ます。

Edge ゲートウェイの DHCP の構成

関連付けられている組織仮想データセンター ネットワークに接続された仮想マシンに DHCP サービスを提供するために、
Edge ゲートウェイを構成できます。

開始する前に

システム管理者と組織管理者が DHCP を構成できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [DHCP] タブをクリックし、[DHCP を有効化] を選択します。

5 [追加] をクリックし、 IP アドレスの範囲を入力します。

6 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。

7 [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 Edge ゲートウェイを更新します。

注意   DHCP 対応の Edge ゲートウェイ上の DNS 設定を変更すると、Edge ゲートウェイは DHCP サービスを提供しな
くなります。この問題を修正するには、Edge ゲートウェイ上で DHCP を無効化し、再度有効化してください。
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Edge ゲートウェイへのソース NAT ルールの追加

ソース NAT ルールは、別の組織仮想データセンター ネットワークまたは外部ネットワークへ送信される組織仮想データ
センター ネットワーク上の送信パケットのソース IP アドレスを変換します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [NAT] タブをクリックし、[SNAT の追加] をクリックします。

5 このルールを適用する組織仮想データセンター ネットワークを、[適用] ドロップダウン メニューから選択します。

6 [元の (内部) ソース IP/範囲] テキスト ボックスに、このルールを適用する 元の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲
を入力します。

7 [変換された (外部) ソース IP/範囲] テキスト ボックスに、送信パケットのアドレスを変換すべき IP アドレスまたは
IP アドレスの範囲を入力します。

8 [有効] を選択し、[OK] をクリックします。

組織仮想データセンター ネットワーク上の送信パケットの IP アドレスは、ソース NAT ルールの仕様に従って変換されま
す。

Edge ゲートウェイへのターゲット NAT ルールの追加

ターゲット NAT ルールは、別の組織仮想データセンター ネットワークまたは外部ネットワークから組織仮想データセン
ター ネットワークが受信した IP アドレスおよびパケットのポートを変換します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [NAT] タブをクリックし、[DNAT の追加] をクリックします。

5 このルールを適用する外部ネットワークまたは別の組織仮想データセンター ネットワークを、[適用] ドロップダウン
メニューから選択します。

6 [元の (外部) IP/範囲] テキスト ボックスに、このルールを適用する 元の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力
します。

7 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。

このルールをすべてのプロトコルに適用するには、[任意] を選択します。

8 (オプション) このルールを適用する [元のポート] を選択します。

9 (オプション) このルールを IMCP に適用する場合は、このルールを適用する [IMCP のタイプ] を選択します。

10 [変換された (内部) IP/範囲] テキスト ボックスに、変換すべき受信パケット上のターゲット アドレスの IP アドレス
または IP アドレスの範囲を入力します。

11 (オプション) 変換する受信パケットのポートを、[変換ポート] ドロップダウン メニューから選択します。

12 [有効] を選択し、[OK] をクリックします。
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ターゲット IP アドレスおよびポートが、ターゲット NAT ルールの仕様に従って変換されます。

Edge ゲートウェイのファイアウォールの構成

Edge ゲートウェイは、受信および送信セッションにファイアウォール保護を提供します。

すべてのトラフィックを拒否または許可するように、デフォルトのファイアウォールを設定できます。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、設定されたデフォルトよりも優先されます。「Edge ゲートウェ
イへのファイアウォール ルールの追加 (P. 69)」 を参照してください。

システム管理者と組織管理者は、Edge ゲートウェイのファイアウォールを構成できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [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。

5 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。

 

6 (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。

7 [OK] をクリックします。

Edge ゲートウェイ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 Edge ゲートウェイに追加できます。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、Edge ゲートウェイのファイアウォールを有効化する必要があり
ます。「Edge ゲートウェイのファイアウォールの構成 (P. 69)」 を参照してください。

新しいファイアウォール ルールを Edge ゲートウェイに追加すると、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、「Edge ゲートウェイのファイアウォール
ルールの順序変更 (P. 70)」 を参照してください

システム管理者と組織管理者は、Edge ゲートウェイにファイアウォール ルールを追加できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [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。
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5 ルールの名前を入力します。

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。

internal このルールをすべての内部トラフィックに適用します。

external このルールをすべての外部トラフィックに適用します。

any 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 address 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。

Range of IP addresses 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。

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。

Edge ゲートウェイ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 Edge ゲートウェイに追加すると、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。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

vCloud Director 管理者ガイド

70  VMware, Inc.



4 [ファイアウォール] タブをクリックします。

5 ファイアウォール ルールをドラッグして、ルールが適用される順に表示順序を変更します。

6 [OK] をクリックします。

Edge ゲートウェイの VPN の有効化

Edge ゲートウェイにバッキングされている組織仮想データセンターの VPN を有効化し、これらの組織仮想データセン
ター ネットワークの 1 つ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、Edge ゲートウェイにバッキングされている組織仮想データセンター ネットワークと、同じ組織内
の組織仮想データセンター ネットワークおよびリモート ネットワークの両方との間の VPN をサポートします。

システム管理者と組織管理者は、VPN を有効化できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [VPN] タブをクリックし、[VPN の有効化] を選択します。

5 (オプション) [公開 IP の構成] をクリックし、公開 IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。

6 [OK] をクリックします。

次に進む前に

Edge ゲートウェイにバッキングされている組織仮想データセンター ネットワークと別のネットワークとの間に VPN ト
ンネルを作成します。

外部ネットワークの公開 IP の構成

Edge ゲートウェイに関連付けられた外部ネットワークの公開 IP アドレスを構成できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [VPN] タブをクリックし、 [公開 IP の構成] をクリックします。

5 それぞれの外部ネットワークの公開 IP アドレスとして機能する IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。

Edge ゲートウェイ上での VPN トンネルの作成

同じ組織上の組織仮想データセンター ネットワーク間、異なる組織上の組織仮想データセンター ネットワーク間、およ
び組織仮想データセンター ネットワークと外部ネットワークとの間に、VPN トンネルを作成できます。

vCloud Director は、2 つの同じ Edge ゲートウェイ間の複数の VPN トンネルをサポートしていません。2 つのゲート
ウェイ間に既存のトンネルがあり、そのトンネルに別のサブネットを追加する場合は、既存の VPN トンネルを削除して、
新しいサブネットを含む新しい VPN トンネルを作成してください。
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Edge ゲートウェイにバッキングされている組織仮想データセンター ネットワークの組織内の VPN トンネルの作成

Edge ゲートウェイにバッキングされている組織仮想データセンター ネットワークと同じ組織内の別の組織仮想データセ
ンターとの間に VPN トンネルを作成できます。

システム管理者と組織管理者が VPN トンネルを作成できます。

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

n IP プロトコル ID 50 (ESP)

n IP プロトコル ID 51 (AH)

n UDP ポート 500 (IKE)

n UDP ポート 4500

開始する前に

経路指定されている組織仮想データセンター ネットワークが組織内に 2 つ以上存在することを確認します。これらのネッ
トワークの 1 つは、Edge ゲートウェイでバッキングされている必要があります。両方の組織仮想データセンター ネット
ワークで、VPN を有効にしておく必要があります。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

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 [この組織のネットワーク] を選択し、ローカルおよびピア ネットワークを選択します。

7 トンネル設定を確認し、[OK] をクリックします。

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

組織間での VPN トンネルの作成

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

システム管理者と組織管理者は、どちらも VPN トンネルを作成できます。

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

n IP プロトコル ID 50 (ESP)

n IP プロトコル ID 51 (AH)

n UDP ポート 500 (IKE)

n UDP ポート 4500

開始する前に

各組織内に経路指定されている組織仮想データセンター ネットワークが存在することを確認します。組織仮想データセン
ター 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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手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

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 [別の組織のネットワーク] を選択します。

7 [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。

 

8 ピア ネットワークを選択します。

9 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。

Edge ゲートウェイにバッキングされている組織仮想データセンター ネットワークとリモート ネットワーク間の VPN ト
ンネルの作成

Edge ゲートウェイにバッキングされている組織仮想データセンター ネットワークとリモート ネットワーク間に VPN ト
ンネルを作成できます。

システム管理者と組織管理者が VPN トンネルを作成できます。

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

n IP プロトコル ID 50 (ESP)

n IP プロトコル ID 51 (AH)

n UDP ポート 500 (IKE)

n UDP ポート 4500

開始する前に

IPSec を使用している経路指定のリモート ネットワークと Edge ゲートウェイにバッキングされている組織仮想データセ
ンター ネットワークがあることを確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] 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 ローカルの組織仮想データセンター ネットワークを選択します。

8 ピア設定を入力します。

9 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。「リモート ネットワークへの VPN トンネルのピア
設定の表示 (P. 74)」 を参照してください。

リモート ネットワークへの VPN トンネルのピア設定の表示

リモート ネットワークへの VPN トンネルを作成した後、VPN トンネルのピア設定が表示されます。その設定に従ってリ
モート ネットワークを構成します。

開始する前に

リモート ネットワークに対する VPN トンネル「Edge ゲートウェイにバッキングされている組織仮想データセンター ネッ
トワークとリモート ネットワーク間の VPN トンネルの作成 (P. 73)」 を参照してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [VPN] タブをクリックします。

5 ピア設定を表示する VPN トンネルを選択し、[ピア設定] をクリックします。

vCloud Director は、リモート ネットワークを構成するためのピア設定を表示します。

次に進む前に

リモート ネットワークに関する表示されたピア設定を構成します。

VPN 設定の編集

既存の VPN トンネルの設定を編集できます。

開始する前に

Edge ゲートウェイ上の VPN トンネル。「Edge ゲートウェイ上での VPN トンネルの作成 (P. 71)」 を参照してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [VPN] タブをクリックします。
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5 ピア設定を表示する VPN トンネルを選択し、[編集] をクリックします。

6 適宜設定を修正し、[OK] をクリックします。

Edge ゲートウェイ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、Edge ゲートウェイを構成できます。Edge ゲートウェイで固定ルーティ
ングを有効化すると、固定ルートを追加して、Edge ゲートウェイでバッキングされている組織仮想データセンター ネッ
トワークに経路指定された vApp ネットワーク間のトラフィックを許可できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] 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。「同じ組織仮想データセンター ネットワークに経路指定されている vApp ネットワーク間での
固定ルートの追加 (P. 90)」 および 「異なる組織仮想データセンター ネットワークに経路指定されている vApp ネット
ワーク間での固定ルートの追加 (P. 91)」 を参照してください。

Edge ゲートウェイ上のロード バランサー サービスの管理

Edge ゲートウェイは、TCP、HTTP、および HTTPS トラフィックのロードバランス化を提供します。

外部または公開 IP アドレスをロードバランス化用の一連の内部サーバーにマッピングします。ロード バランサーは、外
部 ＩＰ アドレス上の TCP、HTTP、または HTTPS リクエストを受け入れ、どの内部サーバーを使用するかを決定しま
す。ポート 809 が TCP デフォルトの待機ポート、ポート 80 が HTTP デフォルト ポート、およびポート 443 が HTTPS
のデフォルト ポートです。

n Edge ゲートウェイへのプール サーバーの追加 (P. 75)

プール サーバーを追加し、バックエンド サーバーを柔軟かつ効率的に管理し、共有することができます。プール
は、健全性チェック監視およびロード バランサー分散メソッドを管理します。

n プール サーバー設定の編集 (P. 77)

既存のプール サーバーの設定を編集できます。

n プール サーバーの削除 (P. 77)

Edge ゲートウェイからサーバー プールを削除できます。

n Edge ゲートウェイへの仮想サーバーの追加 (P. 77)

仮想サーバーは、メンバーと呼ばれるサーバーのクラスタ上で構築される拡張性と可用性に優れたサーバーです。

n 仮想サーバー設定の編集 (P. 78)

既存の仮想サーバーの設定を編集できます。

n 仮想サーバーの削除 (P. 78)

Edge ゲートウェイから仮想サーバーを削除できます。

Edge ゲートウェイへのプール サーバーの追加

プール サーバーを追加し、バックエンド サーバーを柔軟かつ効率的に管理し、共有することができます。プールは、健
全性チェック監視およびロード バランサー分散メソッドを管理します。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、左側のペインで [組織 VDC] をクリックします。
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2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [ロード バランサー] タブで、[プール サーバー] および [追加] をクリックします。

5 プール サーバーの名前と、必要に応じて説明を入力し、[次へ] をクリックします。

6 サーポートする各サービスについて [有効化] をクリックします。

7 有効化された各サービスについて、ドロップダウン メニューからバランス化メソッドを選択します。

オプション 説明

IP ハッシュ 各パケットのソースおよびターゲット IP アドレスのハッシュに基づいてサーバーを選
択します。

ラウンド ロビン 各サーバーは、割り当てられたウェイトに従って、順に使用されます。これは、サー

バーの処理時間を均等に分散するときに、最もスムーズで公平なアルゴリズムです。

URI URI の左側の部分 (クエスチョン マークの前) は、ハッシュされ、実行中のサーバの全
体のウェイトで割られます。その結果により、どのサーバーが要求を受け取るかが指

定されます。これにより、サーバーのアップダウンがない限り、URI は必ず同じサー
バーにダイレクトされます。

最小接続数 クライアントの要求を、サーバー上の既存の接続数に基づいて複数のサーバーに分散

します。新規接続は、最も接続数の少ないサーバーへ送信されます。

 

8 (オプション) 必要に応じて、有効化された各サービスのデフォルトのポートを変更します。

9 [次へ] をクリックします。

10 このプールによってサポートされるそれぞれのサービスについて、必要に応じて監視ポートを変更します。

11 各サービスについて、ドロップダウン メニューから健全性チェックモードを選択します。

オプション 説明

SSL SSLv3 クライアントの hello メッセージを使用してサーバーをテストします。応答に
サーバの hello メッセージが含まれている場合にのみ、そのサーバが有効であるとみ
なされます。

HTTP GET / デフォルト メソッドは、サーバー ステータスを検出するために使用されます。
応答 2xx および 3xx のみが有効です。その他の応答 (応答なしも含む) は、サーバー
障害を示します。

TCP TCP 接続チェック。
 

12 (オプション) 必要に応じて、デフォルトの健全性チェック パラメータを変更します。

オプション 説明

間隔 サーバーのネットワーク接続確認の間隔。

タイムアウト この時間の間にサーバーからの応答を受信しなければならないという時間。

健全性しきい値 サーバーが操作可能であると宣言されるまでの健全性チェックの連続した成功の数。

不健全しきい値 サーバーが操作不能であると宣言されるまでの健全性チェックの連続した失敗の数。

 

13 HTTP の場合、HTTP のネットワーク接続確認要求において参照された URI を入力します。

14 [次へ] をクリックします。

15 [追加] をクリックし、バックエンド サーバーをプールに追加します。

16 サーバーの IP アドレスを入力します。

17 このバックエンド サーバーによって扱われる要求の数の比率を示すウェイトを入力します。

18 必要に応じて、サーバーのデフォルトのポートと監視ポートを変更します。
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19 [OK] をクリックします。

20 (オプション) 手順 15 から 手順 19 を繰り返し、追加のサーバーを追加します。

21 [次へ] をクリックします。

22 プール サーバーの設定が正しいことを確認し、[完了] をクリックします。

プール サーバー設定の編集

既存のプール サーバーの設定を編集できます。

開始する前に

Edge ゲートウェイ上には、既存のプール サーバーが 1 つ存在している必要があります。「Edge ゲートウェイへのプー
ル サーバーの追加 (P. 75)」 を参照してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [ロード バランサー] タブで、[プール サーバー] をクリックします。

5 変更するプール サーバーを選択し、[編集] をクリックします。

6 適切な変更を行い、[OK] をクリックします。

プール サーバーの削除

Edge ゲートウェイからサーバー プールを削除できます。

開始する前に

このプール サーバーを使用している仮想サーバーがないことを確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [ロード バランサー] タブで、[プール サーバー] をクリックします。

5 プール サーバーを選択し、[削除] をクリックします。

Edge ゲートウェイへの仮想サーバーの追加

仮想サーバーは、メンバーと呼ばれるサーバーのクラスタ上で構築される拡張性と可用性に優れたサーバーです。

開始する前に

Edge ゲートウェイには少なくとも 1 つのプール サーバーが必要です。「Edge ゲートウェイへのプール サーバーの追加
 (P. 75)」 を参照してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

第 5 章 クラウド リソースの管理

VMware, Inc.  77



3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [ロード バランサー] タブで、[仮想サーバー] および [追加] をクリックします。

5 仮想サーバーの名前を入力します。

6 (オプション) 仮想サーバーの説明を入力します。

7 [適用対象] ドロップダウン メニューから外部ネットワークを選択します。

8 仮想サーバーの IP アドレスを入力します。

9 仮想サーバーに関連付けるプールをドロップダウン メニューから選択します。

10 [サービス] で、サポートするそれぞれのサービスの [有効化] を選択します。

11 必要に応じて、有効化された各サービスのデフォルトのポート、永続性メソッド、Cookie 名、Cookie モードの値
を変更します。

12 [有効] をクリックし、仮想サーバーを有効化します。

13 (オプション) [仮想サーバーのネットワーク トラフィックをログに記録する] をクリックします。

14 [OK] をクリックします。

仮想サーバー設定の編集

既存の仮想サーバーの設定を編集できます。

開始する前に

Edge ゲートウェイ上には、既存の仮想サーバーが 1 つ存在している必要があります。「Edge ゲートウェイへの仮想サー
バーの追加 (P. 77)」 を参照してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [ロード バランサー] タブで、[仮想サーバー] をクリックします・

5 変更する仮想サーバーを選択し、[編集] をクリックします。

6 適切な変更を行い、[OK] をクリックします。

仮想サーバーの削除

Edge ゲートウェイから仮想サーバーを削除できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Edge ゲートウェイ サービス] を
選択します。

4 [ロード バランサー] タブで、[仮想サーバー] をクリックします・

5 仮想サーバーを選択し、[削除] をクリックします。
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Edge ゲートウェイのプロパティの編集
高可用性、外部ネットワーク設定、IP プールおよびレート制限など、既存の Edge ゲートウェイの設定を変更できます。

n Edge ゲートウェイの高可用性の有効化 (P. 79)

高可用性について Edge ゲートウェイを構成できます。

n Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークの構成 (P. 79)

Edge ゲートウェイに接続されている外部ネットワークを追加または削除します。

n Edge ゲートウェイ上の外部ネットワーク IP 設定の構成 (P. 80)

Edge ゲートウェイ上の外部インターフェイスの IP アドレスを変更します。

n Edge ゲートウェイ上の IP プールの細分割り当て (P. 80)

Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークが提供する IP プールを複数の固定 IP プールに細分割り当てします。

n Edge ゲートウェイ上のレート制限の構成 (P. 80)

Edge ゲートウェイのそれぞれの外部ネットワークについて着信および発信のレート制限を設定します。

Edge ゲートウェイの高可用性の有効化

高可用性について Edge ゲートウェイを構成できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

4 [全般] タブをクリックし、[HA の有効化] を選択します。

Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークの構成

Edge ゲートウェイに接続されている外部ネットワークを追加または削除します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

4 [外部ネットワーク] タブをクリックします。

5 (オプション) トップのリストから外部ネットワークを選択し、[追加] をクリックして外部ネットワークを Edge ゲー
トウェイに追加します。

複数のネットワークを選択するには、Ctrl キーを押しながら操作します。

6 (オプション) トップのリストから外部ネットワークを選択し、[削除] をクリックして外部ネットワークを Edge ゲー
トウェイから削除します。

複数のネットワークを選択するには、Ctrl キーを押しながら操作します。

7 [デフォルト ゲートウェイ] にするネットワークを選択します。

8 (オプション) [DNS リレーのデフォルトのゲートウェイを使用します]を選択します。

9 [OK] をクリックします。
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Edge ゲートウェイ上の外部ネットワーク IP 設定の構成

Edge ゲートウェイ上の外部インターフェイスの IP アドレスを変更します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

4 [IP 設定の構成] タブをクリックし、[IP 割り当ての変更] をクリックします。

5 IP アドレスを指定するそれぞれの外部ネットワークについて、ドロップダウン メニューから [手動] を選択します。

6 [手動] に設定されたそれぞれの外部ネットワークの新しい IP アドレスを入力し、[OK ]をクリックします。

Edge ゲートウェイ上の IP プールの細分割り当て

Edge ゲートウェイ上の外部ネットワークが提供する IP プールを複数の固定 IP プールに細分割り当てします。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

4 [IP プールの細分割り当て] タブをクリックします。

5 外部ネットワークと細分割り当てする IP プールを選択します。

6 (オプション) IP プールの範囲内の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力し、[追加] をクリックして細分割り当
てされた IP プールを追加します。

7 (オプション) 細分割り当てされた IP プールを選択し、[変更] をクリックして、細分割り当てされた IP プールの IP ア
ドレスの範囲を変更します。

8 (オプション) 細分割り当てされた IP プールを選択し、[削除] をクリックして、細分割り当てされた IP プールを削除
します。

9 [OK] をクリックします。

Edge ゲートウェイ上のレート制限の構成

Edge ゲートウェイのそれぞれの外部ネットワークについて着信および発信のレート制限を設定します。

レート制限は、静的結合の分散ポート グループによりバッキングされている外部ネットワークにのみ適用されます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

4 [レート制限の構成] タブをクリックします。

5 レート制限を有効化するそれぞれの外部ネットワークに対して [有効化] をクリックします。

6 有効化されたそれぞれの外部ネットワークに対し、[着信のレート制限] を 1 秒あたりのギガビットで入力します。

7 有効化されたそれぞれの外部ネットワークに対し、[発信のレート制限] を 1 秒あたりのギガビットで入力し、[OK]
をクリックします。
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Edge ゲートウェイのアップグレード
既存の Edge ゲートウェイをアップグレードしてゲートウェイの容量およびパフォーマンスを改善します。

開始する前に

完全構成および高可用性を有効化して Edge ゲートウェイを完全ｰ4 構成にアップグレードする場合には、ESXi に CPU が
8 個以上あることを確認してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[アップグレード] を選択します。

コンパクト構成の Edge ゲートウェイは完全構成にアップグレードされ、完全構成の Edge ゲートウェイは完全-4 構成に
アップグレードされます。

次に進む前に

コンパクト ゲートウェイを完全構成にアップグレードした場合には、アップグレード手順を繰り返して 完全-4 構成のゲー
トウェイにアップグレードします。

Edge ゲートウェイの削除
Edge ゲートウェイを削除することで、組織仮想データセンターからそれを削除できます。

開始する前に

Edge ゲートウェイがバッキングしている組織仮想データセンター ネットワークを削除します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[削除] を選択します。

Edge ゲートウェイの IP 使用の表示
Edge ゲートウェイ上の外部インターフェイスが現在使用している IP アドレスの一覧を表示できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[外部 IP の割り当て] を選択します。

Edge ゲートウェイへの Syslog サーバー設定の適用
Edge ゲートウェイに Syslog サーバー設定を適用すると、ファイアウォール ルールのログ記録機能を有効化できます。

Syslog サーバー設定は、初回指定時以前に作成されたすべての Edge ゲートウェイに適用する必要があります。Syslog
サーバー設定は、設定変更が行われるたびに Edge ゲートウェイに適用してください。

手順

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

第 5 章 クラウド リソースの管理

VMware, Inc.  81



2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [Edge ゲートウェイ] タブをクリックし、Edge ゲートウェイ名を右クリックし、[Syslog サーバー設定の同期] を選
択します。

4 [はい] をクリックします。

組織仮想データセンター ネットワークの管理
システム管理者および組織管理者は、経路指定された組織仮想データセンター ネットワークおよび隔離された組織仮想
データセンター ネットワークの追加、削除、変更を行うことができます。直接組織仮想データセンター ネットワークを
追加、削除、変更できるのは、システム管理者のみです。

n 組織仮想データセンターへのネットワークの追加 (P. 82)

ネットワークを組織仮想データセンターに追加して、その仮想マシン間の相互通信やインターネットへのアクセス

を可能にします。1 つの組織仮想データセンターに複数のネットワークを追加できます。

n 組織仮想データセンター ネットワーク サービスの構成 (P. 85)

DHCP、ファイアウォール、ネットワーク アドレス変換 (NAT)、VPN などのサービスを、特定の組織仮想データセ
ンター ネットワークに対して構成できます。組織管理者は、自分の組織仮想データセンター ネットワークに対して
いくつかのネットワーク サービスを構成することもできます。

n 組織仮想データセンター ネットワークのリセット (P. 93)

組織仮想データセンター ネットワークと関連付けられているネットワーク サービスが期待どおりに機能しない場合
は、ネットワークをリセットすることができます。ネットワーク サービスには、DHCP 設定、ファイアウォール設
定などが含まれます。

n 組織仮想データセンター ネットワークを使用する vApp および vApp テンプレートの表示 (P. 93)

組織仮想データセンター ネットワークに接続する NIC を持つ仮想マシンが含まれる、すべての vApp および vApp
テンプレートのリストを表示することができます。vApp または vApp テンプレートが接続されている組織仮想
データセンター ネットワークを削除することはできません。

n 組織仮想データセンター ネットワークの削除 (P. 94)

組織仮想データセンター ネットワークを削除し、組織仮想データセンターからそれを削除することができます。

n 組織仮想データセンター ネットワークの IP 使用の表示 (P. 94)

組織仮想データセンター ネットワーク IP プールで現在使用中の IP アドレスのリストを表示できます。

n 組織仮想データセンター ネットワークのプロパティの編集 (P. 94)

ネットワークの名前と説明、IP アドレスおよび DNS 設定など、既存の組織仮想データセンター ネットワークのプ
ロパティを編集できます。

組織仮想データセンターへのネットワークの追加

ネットワークを組織仮想データセンターに追加して、その仮想マシン間の相互通信やインターネットへのアクセスを可能

にします。1 つの組織仮想データセンターに複数のネットワークを追加できます。
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表 5‑6.  組織仮想データセンター ネットワークのタイプとその要件

組織仮想データセンター ネット
ワークのタイプ 説明 要件

外部組織仮想データセンター

ネットワーク - 直接接続
複数の組織によってアクセス可能。異なる組織に属する仮想マ

シンからこのネットワークのトラフィックに接続し、確認でき

ます。

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

シンに直接接続できます。

外部ネットワーク

外部組織仮想データセンター

ネットワーク - NAT 経由の接続
この組織によってのみアクセス可能。この組織内の仮想マシン

のみがこのネットワークに接続できます。

このネットワークは、外部ネットワークに対する制限されたア

クセスも提供します。システム管理者および組織管理者はネッ

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

セスできるようにできます。

[組織 VDC ネットワーク] タブで、NTA 経由のネットワークに
ゲートウェイ アドレスが表示されます。

vSphere Edge 5.1 および Edge ゲー
トウェイ

内部組織仮想データセンター

ネットワーク

この組織によってのみアクセス可能。この組織内の仮想マシン

のみがこのネットワークのトラフィックに接続して確認できま

す。

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

ワークは、この組織の外部にある仮想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] タブで、内部ネットワークには関連
するゲートウェイ アドレスが表示されません。

ネットワーク プール

外部の直接組織仮想データセンター ネットワークの作成

複数の組織がアクセスできる外部の直接接続組織仮想データセンター ネットワークを作成できます。外部ネットワークは
通常、インターネットに接続するために使用します。組織は、このネットワークに直接接続します。

開始する前に

外部ネットワーク。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、[ネットワークを追加] をクリックします。

4 [外部ネットワークに直接接続します] を選択します。

5 外部ネットワークを選択し、[次へ] をクリックします。

6 名前と、必要に応じて説明を入力します。

7 (オプション) [このネットワークを組織内の他の VDC と共有する] を選択し、組織仮想データセンター ネットワーク
を組織内の他の組織仮想データセンターが使用できるようにします。

8 [次へ] をクリックします。

9 組織仮想データセンター ネットワークの設定を確認します。

[完了] をクリックして設定を受け入れて組織仮想データセンター ネットワークを作成するか、[戻る] をクリックして
設定を変更します。
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外部の経路指定された組織仮想データセンター ネットワークの作成

この組織のみがアクセスできる、外部の経路指定された組織仮想データセンター ネットワークを作成できます。

開始する前に

組織仮想データセンター上に Edge ゲートウェイが存在することを確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、[ネットワークを追加] をクリックします。

4 [既存のエッジ ゲートウェイに接続して経路指定ネットワークを作成します] を選択します。

5 Edge ゲートウェイを選択し、[次へ] をクリックします。

6 組織仮想データセンター ネットワークの [ゲートウェイ アドレス] および [ネットワーク マスク] を入力します。

7 (オプション) [ゲートウェイ DNS を使用] を選択し、ゲートウェイの DNS リレーを使用します。

このオプションは、ゲートウェイで DNS リレーが有効化されている場合にのみ使用できます。

8 (オプション) DNS を使用する DNS 設定を入力します。

9 (オプション) IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力し、[追加] をクリックして固定 IP プールを作成します。

この手順を繰り返し、複数の固定 IP プールを追加します。

10 [次へ] をクリックします。

11 名前と、必要に応じて説明を入力します。

12 (オプション) [このネットワークを組織内の他の VDC と共有する] を選択し、組織仮想データセンター ネットワーク
を組織内の他の組織仮想データセンターが使用できるようにします。

13 [次へ] をクリックします。

14 組織仮想データセンター ネットワークの設定を確認します。

[完了] をクリックして設定を受け入れて組織仮想データセンター ネットワークを作成するか、[戻る] をクリックして
設定を変更します。

内部の組織仮想データセンター ネットワークの作成

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

開始する前に

ネットワーク プールが存在することを確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、[ネットワークを追加] をクリックします。

4 [この仮想データセンター内で隔離されたネットワークを作成します] を選択し、[次へ] をクリックします。

5 組織仮想データセンター ネットワークの [ゲートウェイ アドレス] および [ネットワーク マスク] を入力します。
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6 (オプション) [ゲートウェイ DNS を使用] を選択し、ゲートウェイの DNS リレーを使用します。

このオプションは、ゲートウェイで DNS リレーが有効化されている場合にのみ使用できます。

7 (オプション) DNS を使用する DNS 設定を入力します。

8 (オプション) IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力し、[追加] をクリックして固定 IP プールを作成します。

この手順を繰り返し、複数の固定 IP プールを追加します。

9 [次へ] をクリックします。

10 名前と、必要に応じて説明を入力します。

11 (オプション) [このネットワークを組織内の他の VDC と共有する] を選択し、組織仮想データセンター ネットワーク
を組織内の他の組織仮想データセンターが使用できるようにします。

12 [次へ] をクリックします。

13 設定を確認し、[完了] をクリックして設定を受け入れます。

組織仮想データセンター ネットワークが作成されます。

組織仮想データセンター ネットワーク サービスの構成
DHCP、ファイアウォール、ネットワーク アドレス変換 (NAT)、VPN などのサービスを、特定の組織仮想データセンター
ネットワークに対して構成できます。組織管理者は、自分の組織仮想データセンター ネットワークに対していくつかの
ネットワーク サービスを構成することもできます。

表 5‑7 に、vCloud Director から各タイプの組織仮想データセンター ネットワークに提供されるネットワーク サービス
のリストを表示します。

表 5‑7.  ネットワーク タイプ別の使用可能なネットワーク サービス

ネットワーク タイプ DHCP
ファイア

ウォール NAT VPN

外部組織仮想データセンター ネットワーク - 直
接接続

外部組織仮想データセンター ネットワーク - 経
路指定接続

X X X X

内部組織仮想データセンター ネットワーク X

組織仮想データセンター ネットワークの DHCP の構成

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

仮想マシンをパワーオンし次のタスクを実行すると、vCloud Director は DHCP IP アドレスを仮想マシンに割り当てます。

n 組織仮想データセンター ネットワークに対する DHCP の有効化

n 組織内の仮想マシン上の NIC のネットワークへの接続

n NIC の IP モードとして [DHCP] を選択

システム管理者と組織管理者が DHCP を構成できます。

開始する前に

経路指定された組織仮想データセンター ネットワークまたは内部組織仮想データセンター ネットワークが存在すること
を確認します。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、左側のペインで [組織 VDC] をクリックします。
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2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

4 [DHCP] タブをクリックし、[DHCP を有効化] を選択します。

5 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、組織仮想
データセンター ネットワークの固定 IP プールと重複できません。

6 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。

7 [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。

組織仮想データセンター ネットワークのファイアウォールの有効化

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

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

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

よりも優先されます。「組織仮想データセンター ネットワークのファイアウォール ルールの追加 (P. 86)」を参照してく
ださい。

システム管理者と組織管理者は、ファイアウォールを有効化できます。

開始する前に

外部の経路指定された組織仮想データセンター ネットワークが存在することを確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

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

5 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。

6 (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。

7 [OK] をクリックします。

組織仮想データセンター ネットワークのファイアウォール ルールの追加

ファイアウォール ルールは、ファイアウォールをサポートする組織仮想データセンター ネットワークに追加できます。
ルールを作成することにより、そのルールに合致するトラフィックがファイアウォールを通過することを許可または拒否

するように設定できます。

ファイアウォール ルールが施行されるようにするには、組織仮想データセンター ネットワークのファイアウォールを有
効化する必要があります。「組織仮想データセンター ネットワークのファイアウォールの有効化 (P. 86)」を参照してくだ
さい。
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新しいファイアウォール ルールを組織仮想データセンター 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、「組織仮想データセンター
ネットワークのファイアウォール ルールの順序変更 (P. 87)」 を参照してください

システム管理者と組織管理者は、ファイアウォール ルールを追加できます。

開始する前に

外部の NAT 経由の組織仮想データセンター ネットワークが存在することを確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

4 [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。

5 ルールの名前を入力します。

6 トラフィックの方向を選択します。

7 ソース IP アドレスを入力し、ソース ポートを選択します。

受信トラフィックの場合、ソースは外部ネットワークです。送信トラフィックの場合、ソースは組織仮想データセン

ター ネットワークです。

8 ターゲット IP アドレスを入力し、ターゲット ポートを選択します。

受信トラフィックの場合、ターゲットは組織仮想データセンター ネットワークです。送信トラフィックの場合、ター
ゲットは外部ネットワークです。

9 プロトコルおよびアクションを選択します。

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

10 [有効] チェック ボックスをオンにします。

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

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

12 [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックします。

組織仮想データセンター ネットワークのファイアウォール ルールの順序変更

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

新しいファイアウォール ルールを組織仮想データセンター 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 ルールのある、経路指定された組織仮想データセンター ネットワークがあることを確認しま
す。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、左側のペインで [組織 VDC] をクリックします。
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2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

4 [ファイアウォール] タブをクリックします。

5 ファイアウォール ルールをドラッグして、ルールが適用される順に表示順序を変更します。

6 [OK] をクリックします。

組織仮想データセンター ネットワークの VPN の有効化

組織仮想データセンター ネットワークの VPN を有効化し、別のネットワークへのセキュアなトンネルを作成できます。

vCloud Director では、同じ組織にある組織仮想データセンター ネットワーク間、異なる組織にある組織仮想データセン
ター ネットワーク間 (vCloud Director の異なるインスタンスにおける組織仮想データセンター ネットワークを含む)、
およびリモート ネットワーク間における VPN をサポートします。

システム管理者と組織管理者は、VPN を有効化できます。

開始する前に

外部の経路指定された組織仮想データセンター ネットワークが存在することを確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

4 [VPN] タブをクリックし、[VPN の有効化] を選択します。

5 (オプション) [公開 IP の構成] をクリックし、公開 IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。

6 [OK] をクリックします。

次に進む前に

別のネットワークへの VPN トンネルを作成します。

組織内での VPN トンネルの作成

同じ組織における 2 つの組織仮想データセンター ネットワーク間に VPN トンネルを作成できます。

システム管理者と組織管理者は、どちらも VPN トンネルを作成できます。

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

n IP プロトコル ID 50 (ESP)

n IP プロトコル ID 51 (AH)

n UDP ポート 500 (IKE)

n UDP ポート 4500

開始する前に

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た組織仮
想データセンター ネットワークがあることを確認します。
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手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

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 [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。

7 トンネル設定を確認し、[OK] をクリックします。

vCloud Director によって、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

組織仮想データセンター ネットワークとリモート ネットワーク間に VPN トンネルを作成できます。

システム管理者と組織管理者が VPN トンネルを作成できます。

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

n IP プロトコル ID 50 (ESP)

n IP プロトコル ID 51 (AH)

n UDP ポート 500 (IKE)

n UDP ポート 4500

開始する前に

経路指定されている組織仮想データセンター 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
クがあることを確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

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。
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組織仮想データセンター ネットワークの固定ルーティングの有効化

固定ルーティング サービスが提供されるように、特定の組織仮想データセンター ネットワークを構成できます。組織仮
想データセンター 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、その組織仮想データセン
ター ネットワークに経路指定されている異なる vApp ネットワーク間のトラフィックを許可できます。

開始する前に

経路指定された組織仮想データセンター ネットワークがあることを確認してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

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。「同じ組織仮想データセンター ネットワークに経路指定されている vApp ネットワーク間での
固定ルートの追加 (P. 90)」 および 「異なる組織仮想データセンター ネットワークに経路指定されている vApp ネット
ワーク間での固定ルートの追加 (P. 91)」 を参照してください。

同じ組織仮想データセンター ネットワークに経路指定されている vApp ネットワーク間での固定
ルートの追加

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

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

固定ルートは、これらのルートに含まれる vApp が実行されている場合にのみ機能します。固定ルートが含まれている
vApp で次の操作を実行した場合、その固定ルートは機能しなくなり、手動で削除しなければなりません。

n vApp の親ネットワークを変更

n vApp を削除

n vApp ネットワークを削除

開始する前に

ネットワークが以下の構成を持っていることを確認してください。

n vShield がインストールされていること。

n 組織仮想データセンター ネットワークが経路指定されていること。

n 固定ルーティングは、組織仮想データセンター ネットワークで有効化されています。

n 2 つの vApp ネットワークは、組織仮想データセンター ネットワークに経路指定されています。

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

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。
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3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

4 [固定ルーティング] タブで、[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 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最初の 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。

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 VDC Network Shared に経路指定されています。組織仮
想データセンター 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を可能にします。固定ルー
トを作成するには、vApp ネットワークに関する情報を使用できます。

表 5‑8.  ネットワーク情報

ネットワーク名 ネットワーク仕様 ルーターの外部 IP アドレス

vApp Network 1 192.168.1.0/24 192.168.0.100

vApp Network 2 192.168.2.0/24 192.168.0.101

Org VDC Network Shared 192.168.0.0/24 該当なし

Org VDC 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 5‑9.  固定ルーティング設定

ネットワークへの固定ルー

ト ルート名 ネットワーク 次ホップ IP アドレス ルート

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

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

次に進む前に

固定ルートのトラフィックが許可されるように、ファイアウォール ルールを作成します。「組織仮想データセンター ネッ
トワークのファイアウォール ルールの追加 (P. 86)」 を参照してください。

異なる組織仮想データセンター 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、異なる組織仮想データセンター 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
仮想データセンター 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 に固定ルートが含まれ
ていて、次の操作を実行した場合、その固定ルートは機能することができず、手動で削除しなければなりません。

n vApp の親ネットワークを変更

n vApp を削除

n vApp ネットワークを削除
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開始する前に

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

n 同じ外部ネットワークに経路指定されている 2 つの組織仮想データセンター ネットワーク。

n 固定ルーティングは、両方の組織仮想データセンター 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、それぞれの組織仮想データセンター ネットワークに経路指定されています。

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

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

4 [固定ルーティング] タブで、[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 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仮想データセンター ネットワークのルーターの外
部 IP アドレスです。

6 [外部ネットワークへ] を選択し、[OK] をクリックします。

7 [追加] をクリックします。

8 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、この組織仮想データセンター 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。

9 [このネットワーク内] を選択し、[OK] をクリックします。

10 2 つ目の組織仮想データセンター ネットワークに固定ルートを追加するには、「手順 4」から「手順 9」までの手順
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。組織仮想データセンター 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
を可能にします。固定ルートを作成するには、vApp ネットワークと組織仮想データセンター ネットワークに関する情報
を使用できます。

表 5‑10.  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 5‑11.  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 5‑12.  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。「組織仮想データセンター ネッ
トワークのファイアウォール ルールの追加 (P. 86)」 を参照してください。

組織仮想データセンター ネットワークのリセット
組織仮想データセンター ネットワークと関連付けられているネットワーク サービスが期待どおりに機能しない場合は、
ネットワークをリセットすることができます。ネットワーク サービスには、DHCP 設定、ファイアウォール設定などが含
まれます。

プロバイダ仮想データセンターを削除する前に、その仮想データセンターに依存する組織仮想データセンター ネットワー
クをリセットします。

組織仮想データセンター 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

経路指定された組織仮想データセンター ネットワークまたは内部組織仮想データセンター ネットワークが存在すること
を確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター ネットワーク名を右クリックして、[ネット
ワークをリセット] を選択します。

4 [はい] をクリックします。

組織仮想データセンター 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
組織仮想データセンター ネットワークに接続する NIC を持つ仮想マシンが含まれる、すべての vApp および vApp テン
プレートのリストを表示することができます。vApp または vApp テンプレートが接続されている組織仮想データセン
ター ネットワークを削除することはできません。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター ネットワーク名を右クリックして、[接続さ
れている vApp] を選択します。
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4 [OK] をクリックします。

組織仮想データセンター ネットワークの削除
組織仮想データセンター ネットワークを削除し、組織仮想データセンターからそれを削除することができます。

開始する前に

組織仮想データセンター ネットワークに接続されている仮想マシンが存在しないことを確認します。「組織仮想データセ
ンター ネットワークを使用する vApp および vApp テンプレートの表示 (P. 93)」 を参照してください。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター ネットワーク名を右クリックして、[削除] を
選択します。

組織仮想データセンター ネットワークの IP 使用の表示
組織仮想データセンター ネットワーク IP プールで現在使用中の IP アドレスのリストを表示できます。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター ネットワーク名を右クリックして、[IP の割
り当て] を選択します。

組織仮想データセンター ネットワークのプロパティの編集
ネットワークの名前と説明、IP アドレスおよび DNS 設定など、既存の組織仮想データセンター ネットワークのプロパ
ティを編集できます。

n 組織仮想データセンター ネットワーク IP プールへの IP アドレスの追加 (P. 94)

組織仮想データセンター ネットワークの IP アドレスが足りない場合は、IP プールにアドレスを追加できます。

n 組織仮想データセンター ネットワークの名前および説明の変更 (P. 95)

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

n 組織仮想データセンター ネットワークの DNS 設定の変更 (P. 95)

特定タイプの組織仮想データセンター ネットワークの DNS 設定を変更できます。

組織仮想データセンター ネットワーク IP プールへの IP アドレスの追加

組織仮想データセンター ネットワークの IP アドレスが足りない場合は、IP プールにアドレスを追加できます。

開始する前に

経路指定された組織仮想データセンター ネットワークまたは内部組織仮想データセンター ネットワークが存在すること
を確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。
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3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

4 [ネットワークの仕様] タブをクリックし、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。

5 [OK] をクリックします。

組織仮想データセンター ネットワークの名前および説明の変更

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

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

4 新しい名前と、必要に応じて説明を入力し、[OK] をクリックします。

組織仮想データセンター ネットワークの DNS 設定の変更

特定タイプの組織仮想データセンター ネットワークの DNS 設定を変更できます。

開始する前に

経路指定された組織仮想データセンター ネットワークまたは内部組織仮想データセンター ネットワークが存在すること
を確認します。

手順

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

2 組織仮想データセンター名をダブルクリックし、組織仮想データセンターを開きます。

3 [組織 VDC ネットワーク] タブをクリックし、組織仮想データセンター 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。

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

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

n ネットワーク プールの名前および説明の変更 (P. 96)

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

n ネットワーク プールへのポート グループの追加 (P. 96)

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

n ネットワーク プールへのクラウド隔離ネットワークの追加 (P. 96)

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

n ネットワーク プールへの VLAN ID の追加 (P. 96)

VLAN によってバッキングされるネットワーク プールに、VLAN ID を追加できます。
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n ネットワーク プールの削除 (P. 97)

ネットワーク プールを削除して vCloud Director から削除します。VXLAN ネットワーク プールは削除できません。

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

手順

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

2 ネットワーク プール名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

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

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

開始する前に

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

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

手順

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

2 ネットワーク プール名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

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

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

開始する前に

VCD ネットワーク隔離によってバッキングされるネットワーク プール

手順

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

2 ネットワーク プール名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [ネットワーク プールの設定] タブで VCD 隔離ネットワークの数を入力し、[OK] をクリックします。

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

開始する前に

以下の項目がシステムに含まれていることを確認します。

n VLAN によってバッキングされるネットワーク プール

n vSphere で使用可能な VLAN ID

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、左側のペインで [ネットワーク プール] をクリックします。
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2 ネットワーク プール名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

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

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

ネットワーク プールの削除
ネットワーク プールを削除して vCloud Director から削除します。VXLAN ネットワーク プールは削除できません。

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 いずれの組織仮想データセンターもネットワーク プールに関連付けられていない。

n いずれの vApp もネットワーク プールを使用しない。

n いずれの組織仮想データセンターもネットワークもネットワーク プールを使用しない。

手順

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

2 ネットワーク プール名を右クリックし、[削除] を選択します。

3 [はい] をクリックします。

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

表 5‑13 に、クラウド セルを制御するための基本的なコマンドのリストを示します。

表 5‑13.  クラウド セルのコマンド

コマンド 説明

service vmware-vcd start セルを開始する

service vmware-vcd restart セルを再起動する

service vmware-vcd stop セルを停止する

セルを停止した場合は、ブラウザまたは vCloud API を使用して、そのセルにアクセスしようとするユーザーにメンテナ
ンス メッセージを表示できます。「クラウド セルのメンテナンス メッセージの表示 (P. 98)」を参照してください。

n クラウド セルの追加 (P. 98)

vCloud Director インストール環境にクラウド セルを追加するには、同じ vCloud Director クラスタの追加の
Cloud Director サーバー ホストに vCloud Director ソフトウェアをインストールします。

n クラウド セルの削除 (P. 98)

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

n クラウド セルのメンテナンス メッセージの表示 (P. 98)

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

n クラウド セルのメンテナンス メッセージの非表示 (P. 98)

メンテナンスの実行がセルで終了し、このセルを再起動する準備ができた場合、メンテナンス メッセージを非表示
にすることができます。
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クラウド セルの追加
vCloud Director インストール環境にクラウド セルを追加するには、同じ vCloud Director クラスタの追加の Cloud
Director サーバー ホストに vCloud Director ソフトウェアをインストールします。

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

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

到達不可能になったセルを削除することもできます。

開始する前に

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

手順

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

2 セル名を右クリックし、[削除] を選択します。

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

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

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

手順

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

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

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

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

手順

u セルで次のコマンドを実行して、メンテナンス メッセージをオフにします。

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# service vmware-vcd restart

これで、ユーザーはブラウザまたは vCloud API を使用してセルにアクセスできます。
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サービス オファリングの管理
サービス オファリングによって、製品とプラットフォームを仮想データセンターのサービスとして提供することができま
す。

次のプラットフォームと製品がサポートされます。

n VMware vFabric Data Director バージョン 2.7

n Cloud Foundry プラットフォーム バージョン 1.0

サービス オファリングの統合を有効にするには、vCloud API を使用して vCloud Director サービス オファリングの統
合を有効にする を参照してください。

n 拡張機能の登録 (P. 99)

拡張機能を登録し、vCloud Director 内で vFabric Data Director または Cloud Foundry サービスを提供します。

n 拡張機能のプロパティの表示または変更 (P. 100)

拡張機能のタイプおよび関連するサービス オファリングを表示し、名前、ネームスペース、ユーザー名、パスワー
ドなど、拡張機能のプロパティを変更することができます。

n サービス オファリングと組織仮想データセンターの関連付け (P. 100)

拡張サービスを組織仮想データセンターに関連付けて、それらのサービスを仮想データセンターの仮想マシンで使

用可能にすることができます。

n 組織仮想データセンターからサービス オファリングの関連付けを解除する (P. 101)

組織仮想データセンターからサービス オファリングの関連付けを解除し、組織仮想データセンターの仮想マシンか
らサービスへのアクセスを削除することができます。

n 拡張機能の登録解除 (P. 101)

拡張機能を登録解除し、vCloud Director からサービスへのアクセスを削除することができます。

n サービス インスタンスの作成 (P. 101)

組織仮想データセンターの仮想マシンによって使用できるサービス インスタンスを作成します。

n サービス インスタンス プロパティの変更 (P. 102)

名前、説明、パラメータなど、サービス インスタンスのプロパティを変更することができます。

n 仮想マシンへのサービス インスタンスの追加 (P. 102)

組織仮想データセンターの仮想マシンに、組織仮想データセンターの任意のサービス インスタンスを追加すること
ができます。

n サービス インスタンスの削除 (P. 102)

組織仮想データセンターからサービス インスタンスを削除できます。

拡張機能の登録

拡張機能を登録し、vCloud Director 内で vFabric Data Director または Cloud Foundry サービスを提供します。

開始する前に

n vCloud Director でのサービス オファリングの統合を有効化します。vCloud API を使用して vCloud Director サー
ビス オファリングの統合を有効にする を参照してください。

n vFabric Data Director または Cloud Foundry のバージョンがサポートされていることを確認します。「サービス
オファリングの管理 (P. 99)」 を参照してください。

n vFabric Data Director または Cloud Foundry インストールの URL または IP アドレスにアクセス可能であること
を確認します。
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手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、[拡張機能] をクリックします。

2 [追加] をクリックします。

3 ドロップダウン メニューから拡張機能のタイプを選択します。

オプション 説明

Data Director VMware vFabric Data Director 拡張機能を登録します。vCloud Director は
VMware vFabric Data Director バージョン 2.7 サービスをサポートします。

Cloud Foundry Cloud Foundry 拡張機能を登録します。vCloud Director は Cloud Foundry プ
ラットフォーム バージョン 1.0 サービスをサポートします。

 

4 拡張機能のネームスペースを入力します。

5 拡張機能の名前と、必要に応じて説明を入力します。

6 拡張機能に使用する vFabric Data Director または Cloud Foundry インストールの URL または IP アドレスを入力
します。

7 拡張機能のユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

次に進む前に

仮想データセンターに拡張機能のサービス オファリングを関連付けます。「サービス オファリングと組織仮想データセン
ターの関連付け (P. 100)」 を参照してください。

拡張機能のプロパティの表示または変更

拡張機能のタイプおよび関連するサービス オファリングを表示し、名前、ネームスペース、ユーザー名、パスワードな
ど、拡張機能のプロパティを変更することができます。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、[拡張機能] をクリックします。

2 拡張機能を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 (オプション) [全般] タブをクリックし、拡張機能の新しい設定を入力します。

4 (オプション) [サービス オファリング] タブをクリックし、拡張機能に関連付けられたサービス オファリングを表示
します。

5 [OK] をクリックします。

サービス オファリングと組織仮想データセンターの関連付け
拡張サービスを組織仮想データセンターに関連付けて、それらのサービスを仮想データセンターの仮想マシンで使用可能

にすることができます。

開始する前に

vCloud Director を使用して拡張機能を登録します。「拡張機能の登録 (P. 99)」 を参照してください。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、[拡張機能] をクリックします。

2 サービス オファリングを関連付ける拡張機能を右クリックし、[サービス オファリングの関連付け] を選択します。

3 関連付けるサービス オファリングを選択して、[次へ] をクリックします。

4 サービス オファリングに関連付ける組織仮想データセンターを選択し、[次へ] をクリックします。
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5 サービス オファリングの関連付けを確認し、[完了] をクリックします。

次に進む前に

組織仮想データセンターの仮想マシンによって使用するサービス インスタンスを作成します。「サービス インスタンスの
作成 (P. 101)」 を参照してください。

組織仮想データセンターからサービス オファリングの関連付けを解除する
組織仮想データセンターからサービス オファリングの関連付けを解除し、組織仮想データセンターの仮想マシンからサー
ビスへのアクセスを削除することができます。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、[拡張機能] をクリックします。

2 サービス オファリングを関連させる拡張機能を右クリックし、[サービス オファリングの関連付け解除] を選択します。

3 関連付けを解除するサービス オファリングを選択し、[次へ] をクリックします。

4 サービス オファリングの関連付けを解除する組織仮想データセンターを選択し、[次へ] をクリックします。

5 サービス オファリングの関連付けの解除を確認し、[完了] をクリックします。

拡張機能の登録解除

拡張機能を登録解除し、vCloud Director からサービスへのアクセスを削除することができます。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、[拡張機能] をクリックします。

2 拡張機能を右クリックし、[登録解除] を選択します。

3 [はい] をクリックします。

サービス インスタンスの作成
組織仮想データセンターの仮想マシンによって使用できるサービス インスタンスを作成します。

開始する前に

組織仮想データセンターへのサービス オファリングの関連付け「サービス オファリングと組織仮想データセンターの関
連付け (P. 100)」 を参照してください。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、[組織 VDC] をクリックします。

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] をクリックし、左側のペインで [サービス] をクリックします。

4 [追加] をクリックします。

5 このインスタンスに使用するサービス オファリングを選択し、[次へ] をクリックします。

6 必要なサービス オファリング パラメータの値をそれぞれ入力して[次へ] をクリックします。

7 サービス インスタンスの名前と、必要に応じて説明を入力し、[次へ] をクリックします。

8 サービス オファリングの構成を確認し、[完了] をクリックします。
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次に進む前に

サービス インスタンスを仮想マシンに追加します。「仮想マシンへのサービス インスタンスの追加 (P. 102)」 を参照して
ください。

サービス インスタンス プロパティの変更
名前、説明、パラメータなど、サービス インスタンスのプロパティを変更することができます。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、[組織 VDC] をクリックします。

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] をクリックし、左側のペインで [サービス] をクリックします。

4 削除するサービス インスタンスを右クリックし、[プロパティ] を選択します。

5 (オプション) [全般] をクリックして、サービス インスタンスの新しい名前および説明を入力します。

6 (オプション) [パラメータ] をクリックして、サービス インスタンス パラメータの新しい値を入力します。

7 [OK] をクリックします。

仮想マシンへのサービス インスタンスの追加
組織仮想データセンターの仮想マシンに、組織仮想データセンターの任意のサービス インスタンスを追加することができ
ます。

開始する前に

組織仮想データセンターにサービス インスタンスを作成します。「サービス インスタンスの作成 (P. 101)」 を参照してく
ださい。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、[組織 VDC] をクリックします。

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] をクリックし、左側のペインで [仮想マシン] をクリックします。

4 仮想マシンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。

5 [サービス] タブをクリックします。

6 追加するサービス インスタンスを選択して、[追加] をクリックします。

サービス インスタンスを選択すると、そのパラメータがダイアログ ボックスの下部に表示されます。

7 OK をクリックします。

サービス インスタンスの削除
組織仮想データセンターからサービス インスタンスを削除できます。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、[組織 VDC] をクリックします。

2 組織仮想データセンター名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] をクリックし、左側のペインで [サービス] をクリックします。

4 削除するサービス インスタンスを右クリックし、[削除] を選択します。

vCloud Director 管理者ガイド

102  VMware, Inc.



5 [はい] をクリックします。
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vSphere リソースの管理 6
vSphere のリソースを vCloud Director システムに追加した後は、vCloud Director からいくつかの管理機能を実行で
きます。また、vSphere Client を使用してこれらのリソースを管理できます。

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

この章では次のトピックについて説明します。

n vSphere vCenter Server の管理 (P. 105)

n vSphere ESX/ESXi ホストの管理 (P. 108)

n vSphere データストアの管理 (P. 109)

n 取り残されたアイテムの管理 (P. 110)

n リソース プールのプロパティの表示 (P. 111)

n ストレージ ポリシーのプロパティの表示 (P. 111)

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

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

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

手順

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

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

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

手順

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

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

3 [全般] タブをクリックします。

4 vCenter Server の [ホスト名または IP アドレス] と [ポート番号] を入力します。

5 [vCenter Server] の [ユーザー名] とパスワードを入力します。

6 [vCenter 名] を入力します。これは、この vCenter Server を識別するために vCloud Director が使用する名前です。

7 (オプション) vCenter Server の [説明] を入力します。

8 [vSphere Web Client で開く] の操作で vCloud Director が使用する [vCloud Web Client URL] を選択します。

オプション 説明

vSphere サービスを利用してこの URL を
提供

vCloud Director が vSphere Lookup を使用するように構成されている場合は、こ
のオプションを選択します。vSphere Lookup は vCloud Director に URL を提供
します。

次の URL を使用 vCloud Director が vSphere Lookup を使用するように構成されていない場合は、
このオプションを選択します。選択された vCenter Server の vSphere Web Client
URL を入力します。

 

9 [OK] をクリックします。

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

手順

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

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

3 情報メッセージを確認し、[はい] をクリックします。

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

手順

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

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

3 [はい] をクリックします。
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vCenter Server の削除
vCenter Server を削除して、そのリソースの vCloud Director での使用を停止できます。

開始する前に

vCenter Server を削除するには、事前に vCenter Server を無効にして、そのリソース プールを使用するすべてのプロ
バイダ仮想データセンターを削除する必要があります。

手順

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

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

3 [はい] をクリックします。

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

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

手順

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

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

3 [はい] をクリックします。

4 vCenter Server をアップグレードします。

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

6 [はい] をクリックします。

7 vCenter Server システムの登録を更新するには、vCenter Server 名を右クリックして、[更新]　を選択します。

vShield 設定の変更
vCenter Server の vShield の接続情報が変更された場合や、vShield の別のインスタンスを使用する場合、vShield の
設定を変更できます。

手順

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

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

3 [vShield] タブで新しい設定を入力し、[OK] をクリックします。
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vSphere ESX/ESXi ホストの管理
ホストは、vCloud Director で使用できるように準備したり、有効化または無効化、アップグレード、または修復できま
す。

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

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

手順

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

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

vCloud Director は、そのリソースを使用するすべてのプロバイダ仮想データセンターのホストを有効または無効にしま
す。

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

開始する前に

ホストを無効化します。

手順

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

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

3 [はい] をクリックします。

vCloud Director では、ホストをメンテナンス モードに切り替え、すべての仮想マシンを同じクラスタ内の別のホストに
移動します。

ESX/ESXi ホストの準備または準備解除
vCloud Director が使用する vSphere クラスタに ESX/ESXi ホストを追加する場合、プロバイダ仮想データセンターが
ホストのリソースを使用する前に、ホストを準備する必要があります。ホストを vCloud Director 環境で使用できなくす
るには、ホストを準備解除します。

仮想マシンのホスト間の移動については、「ESX/ESXi ホスト間の仮想マシンの移動 (P. 108)」を参照してください。

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

開始する前に

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

手順

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

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

3 ホストを準備する場合、ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
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vCloud Director は、そのリソースを使用するすべてのプロバイダ仮想データセンターのホストを準備または準備解除し
ます。

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

手順

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

2 ホスト名を右クリックし、[ホストをアップグレード] を選択します。

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

手順

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

2 ホスト名を右クリックし、[ホストを修復] を選択します。

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

データストアの有効化または無効化

プロバイダ仮想データセンターに追加されたデータストアを有効化または無効化することができます。vCloud Director
からデータストアを削除するには、事前にそのデータストアを無効化する必要があります。

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

手順

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

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

vCloud Director は、リソースを使用するすべてのプロバイダ仮想データセンターのデータストアを有効化または無効化
します。

データストアの低ディスク領域警告の構成

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

ないことが通知されます。

手順

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

2 データストア名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [全般] タブで、データストアのディスク領域のしきい値を選択します。

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

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

データストアでの高速プロビジョニングのために VAAI を有効化
高速プロビジョニングのために VAAI を有効化すると、互換性のある複数の NFS アレイでクローン操作の負荷を分散でき
ます。

手順

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

2 データストア名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [全般] タブで、 [高速プロビジョニングのために VAAI を有効化] を選択します。

4 [OK] をクリックします。

取り残されたアイテムの管理

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

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

取り残されたアイテムの削除

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

手順

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

2 取り残されたアイテムを右クリックし、[削除] を選択します。

3 [はい] をクリックします。

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

4 ページの表示を更新します。

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

次に進む前に

削除操作に失敗した場合は、そのアイテムを強制的に削除できます。「取り残されたアイテムの強制削除 (P. 110)」を参
照してください。

取り残されたアイテムの強制削除

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

取り残されたアイテムを強制的に削除する前に、通常の削除を試みてください。「取り残されたアイテムの削除 (P. 110)」
を参照してください。

手順

1 [管理および監視] タブをクリックし、左側のペインの [取り残されたアイテム] をクリックします。
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2 取り残されたアイテムを右クリックし、[強制削除] を選択します。

3 [はい] をクリックします。

vCloud Director により、取り残されたアイテムの一覧からそのアイテムが削除されます。

リソース プールのプロパティの表示
メモリ予約やリソース プールで使用可能なデータストアなどのリソース プールのプロパティを表示できます。

手順

1 [管理および監視] タブで、[リソース プール] をクリックします。

2 リソース プールを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

vCloud Director にリソース プールの以下のプロパティが表示されます。

表 6‑1.  リソース プールのプロパティ

プロパティ 説明

[名前] リソース プールの名前。

[メモリ予約（使用済み/合計）] リソース プールの合計および使用済みメモリ予約（MB 単位）。

[CPU 予約（使用済み/合計）] リソース プールの合計および使用済みメモリ予約（MHz 単位）。

[データストア] リソース プールで使用可能な各データストアの名前。

[タイプ] リソース プールで使用可能な各データストアのタイプ。

[接続中] リソース プールで使用可能なデータストアのうち接続されているも
の。 緑のチェックマークはデータストアが接続されていることを示
します。赤い X はデータストアが切断されていることを示します。

[容量（使用済み/合計）] リソース プールで使用可能な各データストアの使用済みおよび合計
容量。

[% 使用済み] 現在使用中の各データストアの割合。

ストレージ ポリシーのプロパティの表示
ストレージ ポリシーのデータストアおよびデータストアのクラスタを表示できます。

手順

1 [管理および監視] タブで、[ストレージ ポリシー] をクリックします。

2 ストレージ ポリシーを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

vCloud Director にストレージ ポリシーのデータストアとデータストア クラスタのリストが表示されます。
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組織の管理 7
組織を作成したら、組織のプロパティを変更したり、組織を有効化/無効化したり、削除したりすることができます。

この章では次のトピックについて説明します。

n 組織の有効化または無効化 (P. 113)

n 組織の削除 (P. 113)

n 組織へのカタログの追加 (P. 114)

n 組織のプロパティの編集 (P. 114)

n 組織リソースの管理 (P. 118)

n 組織 vApp および仮想マシンの管理 (P. 118)

組織の有効化または無効化

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

ます。組織内で実行されている vApp は引き続き実行されます。

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

手順

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

2 組織名を右クリックし、[有効化] または [無効化] を選択します。

組織の削除

組織を削除して、vCloud Director から永続的に削除します。

開始する前に

組織を削除するには、組織を無効にし、組織内のすべての組織仮想データセンター、テンプレート、メディア ファイルお
よび vApp を削除する必要があります。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[削除] を選択します。

3 [はい] をクリックします。
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組織へのカタログの追加

アップロードおよびインポートされた vApp テンプレートとメディア ファイルを含めるために、組織にカタログを追加す
ることができます。組織に複数のカタログを追加して、各カタログへのアクセスを個々に制御できます。

開始する前に

カタログを作成する対象の組織が存在することを確認します。

手順

1 [ホーム] タブをクリックし、[組織へのカタログの追加] をクリックします。

2 組織名を選択し、[次へ] をクリックします。

3 カタログ名と、必要に応じて説明を入力し、[次へ] をクリックします。

4 発行オプションを選択し、[次へ] をクリックします。

オプション 説明

その他の組織にこのカタログを発行しない カタログに追加した項目は、組織内のみで使用できます。

すべての組織に発行 カタログに追加した項目は、vCloud Director インストール環境のすべての組織で使
用できます。各組織の管理者は、ユーザーに提供するカタログ項目を選択できます。

 

5 カタログ設定を確認し、[完了] をクリックします。

組織のプロパティの編集

組織の名前と説明、LDAP オプション、カタログ発行ポリシー、電子メール環境設定、およびストレージおよび処理の制
限など、既存の組織のプロパティを編集できます。

n 組織名の変更 (P. 115)

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

n 組織の完全な名前および説明の変更 (P. 115)

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

n 組織の LDAP オプションの変更 (P. 115)

LDAP サービスを使用して、組織にインポートするユーザーとグループのディレクトリを指定できます。LDAP サー
ビスを指定しない場合は、組織のユーザーごとにユーザー アカウントを作成する必要があります。LDAP オプショ
ンは、システム管理者のみが設定でき、組織管理者が変更することはできません。

n 組織のカタログ共有、公開、およびサブスクリプション ポリシーの変更 (P. 116)

カタログは、組織ユーザーが仮想マシンでの vApp の作成とアプリケーションのインストールに使用できる、vApp
テンプレートとメディアのカタログを提供します。カタログは、vCloud Director の異なるインスタンス内の組織
間、vCloud Director の同じインスタンス内の組織間で共有できるほか、アクセスをホスト組織内に限ることもで
きます。

n 組織の電子メール環境設定の変更 (P. 117)

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。組織を作成したときに指定した設定を変更できます。

n 組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の変更 (P. 117)

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

が制限されます。これらの設定を変更して、ユーザーが組織のリソースを使い果たしたり、独占したりするのを防

ぎます。
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組織名の変更

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

開始する前に

組織の名前を変更するには、事前に組織を無効にする必要があります。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [全般] タブで新しい組織名を入力し、[OK] をクリックします。

新しい名前を反映して、内部の組織 URL が変更されます。

組織の完全な名前および説明の変更

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

手順

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

2 組織名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

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

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

カスタム LDAP 設定の入力に関する詳細については、「システムの LDAP 設定の構成 (P. 133)」 を参照してください。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [LDAP オプション] タブをクリックします。

4 組織ユーザーの新しいインポート元を選択します。

オプション 説明

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

VCD システム LDAP サービス vCloud Director システムの LDAP サービスを、組織のユーザーおよびグループの
インポート元として使用します。

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

第 7 章 組織の管理

VMware, Inc.  115



5 選択した項目で必要とされる追加情報をすべて提供します。

オプション 操作

LDAP を使用しない [OK] をクリックします。

VCD システム LDAP サービス （省略可能）組織にインポートできるユーザーを制限するために使用する組織単位 (OU)
の識別名を入力し、[OK] をクリックします。何も入力しない場合は、システム LDAP
サービス内のすべてのユーザーを組織にインポートできます。

注意   OU を指定しても、インポートできる LDAP グループは制限されません。シス
テム LDAP ルートから任意の LDAP グループをインポートできます。ただし、OU
およびインポートされたグループの両方に属するユーザーのみが組織にログインでき

ます。

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

 

現在ログインしているシステム管理者と組織管理者の場合、現在のセッションのキャッシュの期限が切れるか、ログアウ

トして再びログインするまで、変更した LDAP オプションを使用してユーザーとグループをインポートすることはできま
せん。

組織のカタログ共有、公開、およびサブスクリプション ポリシーの変更
カタログは、組織ユーザーが仮想マシンでの vApp の作成とアプリケーションのインストールに使用できる、vApp テン
プレートとメディアのカタログを提供します。カタログは、vCloud Director の異なるインスタンス内の組織間、vCloud
Director の同じインスタンス内の組織間で共有できるほか、アクセスをホスト組織内に限ることもできます。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [カタログ] タブをクリックします。

4 カタログ公開オプションを選択し、[OK] をクリックします。

オプション 説明

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

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

 

5 組織のカタログ ポリシーを設定します。

オプション 説明

[他の組織へのカタログの共有を許可する] 組織管理者がこの組織のカタログを、vCloud Director のこのインスタンス内の他の
組織と共有することを許可します。

このオプションを選択しなくても、組織管理者が組織内でカタログを共有することは

できます。

[外部組織に使用されるカタログ フィードの
作成を許可する]

組織管理者がこの組織のカタログを、vCloud Director のこのインスタンスの外部の
組織と共有することを許可します。

[外部カタログ フィードのサブスクリプショ
ンを許可]

組織管理者が、この組織が vCloud Director のこのインスタンスの外部からのカタ
ログ フィードをサブスクライブすることを許可します。

 

6 [OK] をクリックします。
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組織の電子メール環境設定の変更

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
織を作成したときに指定した設定を変更できます。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [電子メールの環境設定] タブをクリックします。

4 SMTP サーバ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

組織はシステムの SMTP サーバを使用します。

組織の SMTP サーバーを設定 組織は独自の SMTP サーバを使用します。このオプションを選択した場合、SMTP
サーバの DNS ホスト名または IP アドレスとポート番号を入力します。(省略可能) [認
証が必要] チェック ボックスをオンにし、ユーザー名とパスワードを入力します。

 

5 通知設定のオプションを選択します。

オプション 説明

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

組織の通知設定を設定 組織は独自の通知設定を使用します。このオプションを選択した場合、組織の電子メー

ルの送信者として表示される電子メール アドレスと件名のプリフィックスとして使用
するテキストを入力し、受信者を選択します。

 

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

7 [OK] をクリックします。

組織のリース、割り当て容量、および制限の設定の変更

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

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

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

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。

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

シンの数が決まります。指定した割り当て容量は、組織に追加されるすべての新しいユーザーのデフォルトとして機能し

ます。

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。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 [ポリシー] タブをクリックします。
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4 vApp および vApp テンプレートのリース オプションを選択します。

5 実行中および格納された仮想マシンの割り当て容量を選択します。

ユーザー レベルで設定された割り当て容量は、組織レベルで設定された割り当て容量よりも優先されます。

6 リソースを大量に消費する操作の制限値を選択します。

制限値を設定できるのは、システム管理者のみです。

7 仮想マシンごとの同時接続数を選択し、[OK] をクリックします。

組織リソースの管理

vCloud Director 組織は、1 つ以上の組織仮想データセンターのためにリソースを取得します。組織でさらにリソースが
必要な場合は、新しい組織仮想データセンターを追加するか、既存の組織仮想データセンターを変更できます。組織仮想

データセンターを削除または変更して、組織からリソースを削除できます。

組織仮想データセンターの追加に関する詳細は、「組織仮想データセンターの作成 (P. 52)」を参照してください。

組織仮想データセンターの削除に関する詳細は、「組織仮想データセンターの削除 (P. 60)」を参照してください。

既存の組織仮想データセンターが使用できるリソースの変更に関する詳細は、「組織仮想データセンターの割り当てモデル

の設定の編集 (P. 61)」および「組織仮想データセンター ストレージの設定の編集 (P. 61)」を参照してください。

組織 vApp および仮想マシンの管理
システム管理者のみが実行できる、組織 vApp および仮想マシンの管理に関連するタスクがいくつかあります。たとえ
ば、システム管理者は既存の vApp に vSphere 仮想マシンを追加したり、vSphere 仮想マシンに基いて vApp を作成し
たり、vApp をメンテナンス モードに設定したりすることができます。

組織の vApp の操作の詳細については、『VMware vCloud Director ユーザー ガイド』 を参照してください。

vSphere 仮想マシンの vApp への追加
システム管理者は、vSphere 仮想マシンを既存の vCloud Director vApp にインポートできます。

開始する前に

vCloud Director にシステム管理者としてログインしており、vApp が含まれている組織に利用できる組織仮想データセ
ンターが存在する必要があります。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] タブをクリックし、左側のペインで [vApp] をクリックします。

4 vApp 名を右クリックし、[開く] を選択します。

5 [仮想マシン] タブで、アクション ボタンをクリックし、[vSphere からのインポート] を選択します。

6 vCenter Server と仮想マシンを選択します。

7 仮想マシンの名前と、必要に応じて説明を入力します。

8 インポート元の仮想マシンをコピーするか、移動するかを選択します。

9 [OK] をクリックします。
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vSphere 仮想マシンに基く vApp の作成
システム管理者は、vSphere 仮想マシンを vCloud Director vApp として組織にインポートできます。

開始する前に

vCloud Director にシステム管理者としてログインしており、使用可能な組織仮想データセンターが組織に存在すること
を確認します。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] タブをクリックし、左側のペインで [vApp] をクリックします。

4 [vSphere からのインポート] をクリックします。

5 vCenter Server と仮想マシンを選択します。

6 vApp の名前と、必要に応じて説明を入力し、インポート先となる組織仮想データセンターを選択します。

7 インポート元の仮想マシンをコピーするか、移動するかを選択します。

8 [OK] をクリックします。

vApp のメンテナンス モードへの設定
システム管理者は、vApp をメンテナンス モードにして、非管理者ユーザーが vApp の状態を変更できないようにするこ
とができます。これは、サードパーティのバックアップ ソリューションを使用して vApp をバックアップする場合などに
便利です。

vApp がメンテナンス モードになっているときには、システム管理者以外のユーザーは vApp やその仮想マシンの状態を
変更するようなアクションは実行できません。vApp とその仮想マシンについての情報を表示したり、仮想マシン コン
ソールにアクセスしたりすることは可能です。

vApp をメンテナンス モードにしても、vApp が関与する実行中のタスクには影響はありません。

開始する前に

vCloud Director にシステム管理者としてログインする必要があります。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] タブをクリックし、左側のペインで [vApp] をクリックします。

4 vApp 名を右クリックし、[メンテナンス モードに切り替え] を選択します。

5 [はい] をクリックします。

vApp のステータスが [メンテナンス モード] に変わります。[メンテナンス モードを終了] を選択するまで、vApp はメ
ンテナンス モードのままです。

実行中の vApp の強制停止
組織ユーザーは、実行中の vApp を強制停止できませんが、システム管理者はできます。

ユーザーが、実行中の vApp を停止できない場合があります。従来の vApp 停止方法が失敗した場合、vApp を強制停止
して、ユーザーに料金が請求されるのを防止できます。
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vApp を強制停止しても、vApp が vSphere のリソースを消費することを防ぐわけではありません。vCloud Director
で vApp を強制停止したら、vSphere Client を使用して vSphere の vApp のステータスを確認し、必要な操作を実行
します。

開始する前に

vCloud Director にシステム管理者としてログインする必要があります。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] タブをクリックし、左側のペインで [vApp] をクリックします。

4 実行中の vApp を右クリックし、[強制停止] を選択します。

5 [はい] をクリックします。

仮想マシンの高速プロビジョニング

高速プロビジョニングでは、仮想マシンのプロビジョニング操作に対してリンク クローンを使用することにより時間を節
約します。

リンク クローンは、元の仮想マシンと同じベース ディスクを使用する仮想マシンの複製で、一連の差分ディスクを使用
して元の仮想マシンとクローンの差分を追跡します。高速プロビジョニングを無効化すると、すべてのプロビジョニング

操作はフル クローンになります。

リンク クローンは、元の仮想マシンとは異なる vCenter データセンターまたはデータストアに存在することはできませ
ん。vApp テンプレートに関連付けられた仮想マシンに対するリンク クローン作成を vCenter データセンターとデータ
ストア全体でサポートするために、vCloud Director ではシャドウ仮想マシンを作成します。シャドウ仮想マシンは、元
の仮想マシンの完全なコピーです。シャドウ仮想マシンは、リンク クローンが作成されるデータセンターとデータストア
に作成されます。テンプレート仮想マシンに関連付けられているシャドウ仮想マシンのリストは、表示することができま

す。「vApp テンプレートに関連付けられているシャドウ仮想マシンの表示 (P. 120)」 を参照してください。

組織仮想データセンターでは高速プロビジョニングがデフォルトで有効化されます。高速プロビジョニングには、vCenter
5.0 と ESXi 5.0 ホストが必要です。組織仮想データセンターが基づいているプロバイダ仮想データセンター に ESX/ESXi
4.x ホストが含まれる場合は、高速プロビジョニングを無効化する必要があります。「組織仮想データセンター ストレージ
の設定の編集 (P. 61)」 を参照してください。

vApp テンプレートに関連付けられているシャドウ仮想マシンの表示
シャドウ仮想マシンでは、vCenter データセンターとデータストア全体で vApp テンプレートに関連付けられている仮想
マシンのリンク クローンをサポートします。

シャドウ仮想マシンは、リンク クローンが作成される対象のデータセンターとデータストアで vCloud Director によっ
て作成された元の仮想マシンの完全なコピーです。「仮想マシンの高速プロビジョニング (P. 120)」 を参照してください。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [カタログ]をクリックします。

4 [vApp テンプレート] タブで vApp テンプレートをダブル クリックして開きます。

5 [シャドウ仮想マシン] タブをクリックします。
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vCloud Director では、vApp テンプレートに関連付けられているシャドウ仮想マシンのリストを表示します。このリス
トには、各シャドウ仮想マシンの vCenter における名前、各シャドウ仮想マシンが存在する対象のデータストア、および
シャドウ仮想マシンが属する vCenter Server が含まれます。

第 7 章 組織の管理
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システム管理者およびロールの管理 8
システム管理者は、個々に vCloud Director に追加することも、LDAP グループの一部として追加することもできます。
また、組織内でユーザーが所有する権限を決定するロールを、追加したり変更したりすることもできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n システム管理者の追加 (P. 123)

n システム管理者のインポート (P. 124)

n システム管理者の有効化または無効化 (P. 124)

n システム管理者の削除 (P. 124)

n システム管理者のプロファイルおよび連絡先情報の編集 (P. 125)

n ユーザーへの電子メール通知の送信 (P. 125)

n システムへのアクセス権限を失ったシステム管理者の削除 (P. 125)

n グループのインポート (P. 125)

n LDAP グループの削除 (P. 126)

n グループ プロパティの表示 (P. 126)

n ロールと権限 (P. 126)

システム管理者の追加

システム管理者アカウントを作成すると、システム管理者を vCloud Director に追加できるようになります。システム管
理者は、vCloud Director およびそのすべての組織に対して完全な権限を所有します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ユーザー] をクリックします。

2 [新規] をクリックします。

3 新規ユーザーのアカウント情報を入力し、[OK] をクリックします。

VMware, Inc.  123



システム管理者のインポート

システム管理者権限を所有するユーザーを追加するために、LDAP ユーザーまたは vCenter Single Sign On ユーザーを
システム管理者としてインポートできます。システム管理者は、vCloud Director およびそのすべての組織に対して完全
な権限を所有します。

開始する前に

LDAP サーバに対する有効な接続があること、あるいは vCenter Single Sign On が有効であることを確認します。
「vCenter Single Sign On を使用する vCloud Director の構成 (P. 139)」 を参照してください。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ユーザー] をクリックします。

2 [ユーザーのインポート] をクリックします。

3 ユーザーのインポートの [ソース] を選択します。

LDAP サーバが 1 つしかない場合、あるいは vCenter Single Sign On 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。

vSphere SSO vCenter Single Sign On 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。インポートするユーザー名にはド
メイン名が含まれる必要があります（例：user@domain.com）。複数のユーザー
は、キャリッジ リターンで区切ります。

 

4 [OK] をクリックします。

システム管理者の有効化または無効化

システム管理者ユーザーを無効にして、そのユーザーが vCloud Director にログインできないようにすることができま
す。システム管理者を削除するには、事前にそのアカウントを無効にする必要があります。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ユーザー] をクリックします。

2 ユーザー名を右クリックし、[アカウントを有効化] または [アカウントを無効化] を選択します。

システム管理者の削除

アカウントを削除すると、システム管理者を vCloud Director システムから削除できるようになります。

開始する前に

システム管理者のアカウントを無効にします。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ユーザー] をクリックします。

2 ユーザー名を右クリックし、[削除] を選択します。

3 [はい] をクリックします。
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システム管理者のプロファイルおよび連絡先情報の編集

システム管理者アカウントのパスワードと連絡先情報を変更できます。

アカウント情報を編集できるのは、ローカル ユーザーのみです。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ユーザー] をクリックします。

2 ユーザー名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 ユーザー アカウントの新しい情報を入力し、[OK] をクリックします。

ユーザーへの電子メール通知の送信

インストール環境全体におけるすべてのユーザー、すべてのシステム管理者、またはすべての組織管理者に、電子メール

通知を送信できます。たとえば、次回のシステム メンテナンスについてユーザーに通知するために、電子メール通知を送
信することができます。

開始する前に

SMTP サーバに対する有効な接続があることを確認します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ユーザー] をクリックします。

2 [通知] をクリックします。

3 受信者を選択します。

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

システムへのアクセス権限を失ったシステム管理者の削除

LDAP グループが vCloud Director から削除されたときにシステムに対するアクセス権限を失った、ユーザー アカウン
トのリストを表示できます。ユーザーをシステムに再度追加してそのユーザーを [未分類] から削除するかどうかを決定で
きます。

LDAP グループが削除されたときに誤ってシステムから削除されたユーザーを追加するには、「システム管理者の追加
 (P. 123)」 および 「システム管理者のインポート (P. 124)」 を参照してください。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [未分類] をクリックします。

2 ユーザー名を右クリックし、[ユーザーを削除] を選択します。

グループのインポート

システム管理者権限を所有するユーザーのグループを追加するために、LDAP グループまたは vCenter Single Sign On
グループをシステム管理者としてインポートできます。システム管理者は、vCloud Director およびそのすべての組織に
対して完全な権限を所有します。

開始する前に

LDAP サーバに対する有効な接続があること、あるいは vCenter Single Sign On が有効であることを確認します。
「vCenter Single Sign On を使用する vCloud Director の構成 (P. 139)」 を参照してください。
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手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [グループ] をクリックします。

2 [グループのインポート] をクリックします。

3 インポートの [ソース] を選択します。

LDAP サーバが 1 つしかない場合、あるいは vCenter Single Sign On 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。

vSphere SSO vCenter Single Sign On 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。

 

4 [OK] をクリックします。

LDAP グループの削除
LDAP グループを削除すると、システム管理者のグループを vCloud Director システムから削除できるようになります。

LDAP グループを削除すると、vCloud Director アカウントを所有しているユーザーは、そのグループのメンバーシップ
のみに基づいて取り残され、ログインできなくなります。「システムへのアクセス権限を失ったシステム管理者の削除

 (P. 125)」 を参照してください。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [グループ] をクリックします。

2 グループ名を右クリックし、[削除] を選択します。

3 [はい] をクリックし、削除することを確認します。

グループ プロパティの表示
グループの名前、ロールおよび組織など、グループ プロパティを表示できます。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [グループ] をクリックします。

2 グループ名を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

グループのプロパティが表示されます。

ロールと権限

vCloud Director はロールと権限を使用して、ユーザーが組織内で実行できる操作を決定します。vCloud Director に
は、それぞれの権限を持つ多数の事前定義済みロールが含まれています。

システム管理者および組織管理者は、各ユーザーまたはグループにロールを割り当てる必要があります。同じユーザーが、

異なる組織で異なるロールを所有することもできます。また、システム管理者は、ロールを作成したり既存のロールを変

更したりすることもできます。

事前定義のロールおよびその権限については、「事前定義ロールとその権限 (P. 147)」 を参照してください。
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n ロールの作成 (P. 127)

既存のロールが自分のニーズに適していない場合、ロールを作成して権限をそのロールに割り当てることができま

す。ロールを作成すると、そのロールはシステム内のすべての組織で使用できるようになります。

n ロールのコピー (P. 127)

既存のロールに基づいてロールを作成するには、ロールをコピーしてその権限を変更します。

n ロールの編集 (P. 127)

ロールの名前、説明、および権限を変更できます。

n ロールの削除 (P. 128)

ロールは、システムから削除することができます。システム管理者のロールまたは使用中のロールは削除できません。

ロールの作成

既存のロールが自分のニーズに適していない場合、ロールを作成して権限をそのロールに割り当てることができます。ロー

ルを作成すると、そのロールはシステム内のすべての組織で使用できるようになります。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ロール] をクリックします。

2 [新規] をクリックします。

3 ロールの名前と、必要に応じて説明を入力します。

4 ロールの権限を選択し、[OK] をクリックします。

ロールのコピー

既存のロールに基づいてロールを作成するには、ロールをコピーしてその権限を変更します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ロール] をクリックします。

2 ロールを右クリックし、[コピー先] を選択します。

3 ロールの名前と、必要に応じて説明を入力します。

4 ロールの権限を選択し、[OK] をクリックします。

ロールの編集

ロールの名前、説明、および権限を変更できます。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ロール] をクリックします。

2 ロールを右クリックし、[プロパティ] を選択します。

3 ロールの名前と、必要に応じて説明を入力します。

4 ロールの新しい権限を選択し、[OK] をクリックします。

現在ログインしているユーザーの場合、ロールを変更しても、現在のセッションのキャッシュの期限が切れるか、ユーザー

がログアウトして再ログインするまで、有効になりません。
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ロールの削除

ロールは、システムから削除することができます。システム管理者のロールまたは使用中のロールは削除できません。

開始する前に

削除するロールを所有するすべてのユーザーに、新規のロールを割り当てます。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ロール] をクリックします。

2 ロールを右クリックし、[削除] を選択します。

3 [はい] をクリックし、削除することを確認します。
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システム設定の管理 9
vCloud Director システム管理者は、LDAP、電子メール通知、ライセンス、および全般システムの環境設定に関連する
システム全体の設定を管理できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n 全般システム設定の変更 (P. 129)

n 全般システム設定 (P. 129)

n システムの電子メール設定の編集 (P. 131)

n ブロック タスクおよび通知の構成 (P. 132)

n システムの LDAP 設定の構成 (P. 133)

n vCloud Director クライアント UI のカスタマイズ (P. 136)

n 公開アドレスの構成 (P. 137)

n アカウント ロックアウト ポリシーの構成 (P. 139)

n vCenter Single Sign On を使用する vCloud Director の構成 (P. 139)

全般システム設定の変更

vCloud Director には、ログイン ポリシー、セッション タイムアウトなどに関連する全般システム設定があります。デ
フォルトの設定は多くの環境に適していますが、ニーズに合わせて設定を変更できます。

詳細については、「全般システム設定 (P. 129)」を参照してください。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [全般] をクリックします。

2 設定を変更して [適用] をクリックします。

全般システム設定

vCloud Director には全般的なシステム設定が含まれており、ニーズに合わせて変更できます。

表 9‑1.  全般システム設定

名前 カテゴリー 説明

同期の開始時刻 LDAP 同期 LDAP 同期を開始する時刻。

同期の間隔 LDAP 同期 LDAP 同期の間隔 (時間単位)。

保持するアクティビティ ログ履歴 アクティビティ ログ ログ履歴を削除せずに保持する日数。

ログを削除しない場合は、0 を入力します。
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表 9‑1.  全般システム設定 (続き)

名前 カテゴリー 説明

アクティビティ ログ履歴の表示 アクティビティ ログ ログ履歴を表示する日数。

すべてのアクティビティを表示する場合は、0 を入力します。

デバッグ情報の表示 アクティビティ ログ vCloud Director タスク ログのデバッグ情報を表示するには、
この設定を有効化します。

IP アドレス リリース タイムアウト ネットワーク 解放された IP アドレスを再び割り当てられるようにするまで保
持する時間を秒単位で指定します。デフォルト設定は 2 時間 (7200
秒) で、古いエントリがクライアント ARP テーブルから失効でき
るようにします。

外部ネットワークの重複を許可 ネットワーク 同じネットワーク セグメントで実行される外部ネットワークを追
加するには、このチェック ボックスをオンにします。
VLAN を使用せずに外部ネットワークを隔離している場合のみ、
この設定を有効にします。

ネットワークのデフォルトの Syslog サー
バー設定

ネットワーク ネットワークが使用する IP アドレスを、最大 2 台の Syslog サー
バーに対して入力します。この設定は、クラウド セルにより使用
される Syslog サーバーには適用されません。

プロバイダ ロケール ローカライズ ログ エントリ、電子メール アラートなどのプロバイダ アクティ
ビティのロケールを選択します。

アイドル セッション タイムアウト タイムアウト vCloud Director アプリケーションが、ユーザーの操作なしでア
クティブな状態を維持する時間。

最大セッション タイムアウト タイムアウト vCloud Director アプリケーションが、アクティブな状態を維持
する最大時間。

ホスト更新間隔 タイムアウト vCloud Director が、ESX/ESXi ホストがアクセス可能かどうか
を確認する頻度。

ホスト ハングアップ タイムアウト タイムアウト ホストをハングアップしているとマークされるまでの待機時間を

選択します。

転送セッション タイムアウト タイムアウト 一時停止またはキャンセルされたアップロード タスク (メディア
のアップロードや vApp テンプレートのアップロードなど) が失
敗するまで待機する時間を指定します。このタイムアウトは、進

行中のアップロード タスクには適用されません。

__ 秒のタイムアウトのアップロード検疫
を有効化

タイムアウト アップロードしたファイルを隔離するには、このチェック ボック
スをオンにし、時間を表すタイムアウト値を入力します。

vCenter と vSphere SSO 証明書の検証 証明書 vCloud Director が信頼できる vCenter サーバーのみと通信で
きるようにするには、このチェックボックスをオンにします。[参
照] をクリックして JCEKS キーストアを探し、キーストアのパス
ワードを入力します。

vShield Manager 証明書の検証 証明書 vCloud Director が信頼できる vShield Manager のインスタン
スのみと通信できるようにするには、このチェックボックスをオ

ンにします。[参照] をクリックして JCEKS キーストアを探し、
キーストアのパスワードを入力します。

デフォルトの vApp 名の指定 その他 新しい vApp のデフォルト名を提供するように vCloud Director
を構成するには、このチェック ボックスをオンにします。

柔軟性のある割り当てプールの有効化 その他 柔軟性のある割り当てプールを有効にして、割り当てプールのす

べての組織仮想データセンターに柔軟性を持たせるには、この

チェックボックスをオンにします。このオプションを選択解除す

る前に、組織の各仮想データセンターのすべての仮想マシンが単

一のクラスタに移行されていることを確認します。
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システムの電子メール設定の編集

SMTP および通知設定など、システムの電子メール設定を編集できます。

n SMTP 設定の構成 (P. 131)

vCloud Director では、システム ユーザーにユーザー通知およびシステム警告のメールを送信するために SMTP
サーバが必要です。組織では、システムの SMTP 設定またはカスタム SMTP 設定を使用できます。

n システム通知設定の構成 (P. 131)

vCloud Director では、重要な情報を報告するときにシステム警告の電子メールを送信します。たとえば、vCloud
Director は、データストアの領域が不足しそうな場合に警告を送信します。すべてのシステム管理者または指定し
た電子メール アドレス リスト宛てに電子メール警告を送信するように、vCloud Director を構成できます。

SMTP 設定の構成
vCloud Director では、システム ユーザーにユーザー通知およびシステム警告のメールを送信するために SMTP サーバ
が必要です。組織では、システムの SMTP 設定またはカスタム SMTP 設定を使用できます。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [電子メール] をクリックします。

2 SMTP メール サーバの DNS ホスト名または IP アドレスを入力します。

3 SMTP サーバのポート番号を入力します。

4 (オプション) SMTP サーバがユーザー名を要求する場合は、[認証が必要] チェック ボックスを選択して、SMTP ア
カウントのユーザー名およびパスワードを入力します。

5 vCloud Director の電子メールで送信者として表示する電子メール アドレスを入力します。

vCloud Director では、送信者の電子メール アドレスを使用して、ランタイム リースおよびストレージ リースの有
効期限の警告を送信します。

6 vCloud Director の電子メールで件名のプリフィックスとして使用するテキストを入力します。

7 (オプション) SMTP 設定をテストするには、宛先の電子メール アドレスを入力して、[SMTP 設定をテスト] をクリッ
クします。

8 [適用] をクリックします。

システム通知設定の構成

vCloud Director では、重要な情報を報告するときにシステム警告の電子メールを送信します。たとえば、vCloud Director
は、データストアの領域が不足しそうな場合に警告を送信します。すべてのシステム管理者または指定した電子メール ア
ドレス リスト宛てに電子メール警告を送信するように、vCloud Director を構成できます。

組織では、システムの通知設定またはカスタム通知設定を使用できます。

開始する前に

SMTP サーバーへの有効な接続。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [電子メール] をクリックします。

2 システム警告電子メールの受信者を選択し、[適用] をクリックします。
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ブロック タスクおよび通知の構成
ブロック タスクと通知により、システム管理者は、特定のイベントによってトリガーされた AMQP メッセージを vCloud
Director が送信するように構成できるようになります。

これらのメッセージの一部は、単にイベントが発生したことを通知します。これらは「通知」と呼ばれます。他には、要

求されたアクションが、指定の AMQP エンドポイントに関連付けられているクライアント プログラムによってアクショ
ンの保留中にブロックされたことを示す情報をそのエンドポイントに発行するものがあり、これらは「ブロック タスク」
と呼ばれます。

システム管理者は、AMQP クライアントによるプログラム上のアクションの対象となるブロック タスクのシステム全体
のセットを構成できます。

AMQP ブローカーの構成
特定のイベントによってトリガーされた AMQP メッセージを vCloud Director が送信するようにする場合は、AMQP
ブローカーを構成する必要があります。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ブロック タスク] をクリックします。

2 [設定] タブをクリックします。

3 AMQP ホストの DNS ホスト名または IP アドレスを入力します。

AMQP ポートを入力します。

デフォルト ポートは 5672 です。

4 Exchange を入力します。

5 vHost を入力します。

6 SSL を使用するには、[SSL] チェック ボックスをオンにし、証明書オプションを 1 つ選択します。

オプション 操作

すべての証明書を承認 チェック ボックスをオンにします。

SSL 証明書 [参照] をクリックして SSL 証明書を探します。

SSL キーストア [参照] をクリックして SSL キーストアを探します。キーストア パスワードを入力し
ます。

 
証明書オーナー フィールドからの CN レコードは、AMQP ブローカー ホスト名に一致する必要があります。ブロー
カー ホスト名に一致しない証明書を使用するには、[すべての証明書を承認] を選択します。

7 ユーザー名およびパスワードを入力して AMQP ホストに接続します。

8 [AMQP 接続のテスト] をクリックし、設定をテストします。

9 [適用] をクリックします。

10 (オプション) 監査イベントを AMQP ブローカーに発行するには、ページの上部にある [通知を有効化] チェック ボッ
クスをオンにします。

ブロック タスク設定の構成
ステータス テキスト、タイムアウト設定、およびデフォルトのアクションをブロック タスクに対して指定することがで
きます。これらの設定は、インストール環境内のすべての組織に適用されます。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ブロック タスク] をクリックします。
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2 [設定] タブをクリックします。

3 デフォルトの拡張機能のタイムアウトを選択します。

4 デフォルトのタイムアウトのアクションを選択します。

5 [適用] をクリックします。

ブロック タスクの有効化
ブロック タスクに対して有効化される特定のタスクを構成できます。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ブロック タスク] をクリックします。

2 [ブログ タスク] タブをクリックします。

3 ブロック拡張機能に対して有効化するタスクを選択します。

4 [適用] をクリックします。

システムの LDAP 設定の構成
vCloud Director を構成して、LDAP サーバに対するユーザー アカウントを作成し、ユーザー認証情報を認証できます。
ユーザー アカウントを手動で作成するのではなく、インストール先を LDAP サーバに指定することで、LDAP ユーザー
およびグループをインポートできます。

vCloud Director を LDAP サーバに接続したら、LDAP ディレクトリのグループとユーザーからシステム管理者をイン
ポートできます。また、システムの LDAP 設定を使用してユーザーとグループを組織にインポートしたり、組織ごとに個
別の LDAP 設定を指定したりすることもできます。LDAP ユーザーは、システムまたは組織にインポートされるまで
vCloud Director にログインできません。

インポートされた LDAP ユーザーが vCloud Director にログインすると、vCloud Director が LDAP ディレクトリに対
するユーザーの認証情報を確認します。認証情報が受け入れられると、vCloud Director はユーザー アカウントを作成し
てユーザーをシステムにログインさせます。

vCloud Director では、LDAP 認証に対して階層化されたドメインをサポートしません。

vCloud Director は LDAP ディレクトリの情報を変更できません。LDAP ユーザーまたはグループは、LDAP ディレクト
リ内でのみ追加、削除、または変更できます。

vCloud Director と LDAP ディレクトリ間でユーザーおよびグループ情報を同期する頻度を管理できます。

LDAP サポート
vCloud Director では、オペレーティング システム、LDAP サーバ、認証方式のさまざまな組み合わせがサポートされて
います。

表 9‑2は、vCloud Director がサポートする項目のリストを表示します。

表 9‑2.  オペレーティング システム、LDAP サーバ、認証方式のサポートされる組み合わせ

オペレーティング システム LDAP サーバー 認証方式

Windows 2003 Active Directory シンプル

Windows 2003 Active Directory シンプル SSL

Windows 2003 Active Directory ケルベロス

Windows 2003 Active Directory ケルベロス SSL

Windows 2008 Active Directory シンプル

Windows 7 （2008 R2） Active Directory シンプル
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表 9‑2.  オペレーティング システム、LDAP サーバ、認証方式のサポートされる組み合わせ (続き)

オペレーティング システム LDAP サーバー 認証方式

Windows 7 （2008 R2） Active Directory シンプル SSL

Windows 7 （2008 R2） Active Directory ケルベロス

Windows 7 （2008 R2） Active Directory ケルベロス SSL

Linux OpenLDAP シンプル

Linux OpenLDAP シンプル SSL

LDAP 接続の構成
LDAP 接続を構成して、vCloud Director およびその組織に対して LDAP サーバのユーザーおよびグループへのアクセス
を提供できます。

開始する前に

ケルベロスを認証方式として使用するには、レルムを追加する必要があります。「ケルベロス レルムの追加 (P. 135)」を
参照してください。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [LDAP] をクリックします。

2 LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

ケルベロス認証では、完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用します。

3 ポート番号を入力します。

LDAP のデフォルト ポート番号は 389 です。LDAP over SSL（LDAPS）のデフォルト ポート番号は 636 です。

4 ベースとなる識別名（Base DN）を入力します。

Base DN は、LDAP ディレクトリ内で vCloud Director が接続する場所です。VMware は、ルートでの接続を推奨
します。ドメイン コンポーネントのみを入力します。たとえば DC=example, DC=com のようになります。

ツリー内のノードに接続するには、OU=ServiceDirector, DC=example, DC=com のようにノードの識別名を
入力します。ノードに接続すると、vCloud Director が使用できるディレクトリの範囲が制限されます。

5 LDAPS を使用するための SSL チェック ボックスを選択し、承認オプションのいずれかを選択します。

オプション 操作

すべての証明書を承認 チェック ボックスをオンにします。

SSL 証明書 [参照] をクリックして SSL 証明書を探します。

SSL キーストア [参照] をクリックして SSL キーストアを探します。キーストア パスワードを入力し、
確認のためもう一度パスワードを入力します。

 

6 認証方式を選択します。

オプション 説明

シンプル シンプル認証では、LDAP サーバにユーザーの DN とパスワードを送信します。LDAP
を使用している場合、LDAP パスワードはネットワーク上で平文として送信されます。

ケルベロス ケルベロスは、認証チケットを発行してユーザーの ID を証明します。ケルベロスを
選択した場合、レルムを選択する必要があります。
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7 ユーザー名およびパスワードを入力して LDAP サーバに接続します。

LDAP サーバで匿名読み取り対応が有効になっている場合は、これらのテキスト ボックスを空白にしておくことが
できます。

認証方式 ユーザー名の説明

シンプル 完全な LDAP DN を入力します。

ケルベロス 名前を <user@REALM.com> という形式で入力します。
 

8 [適用] をクリックします。

次に進む前に

これで、LDAP ユーザーとグループを、システムおよびシステムの LDAP 設定を使用する組織に追加できます。

ケルベロス レルムの追加
vCloud Director で LDAP 接続にケルベロス認証を使用するには、レルムが必要です。システムとその組織に使用するレ
ルムを 1 つ以上追加できます。システムと各組織で指定できるレルムは 1 つのみです。

開始する前に

レルムを追加するには、事前に認証方式としてケルベロスを選択する必要があります。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [LDAP] をクリックします。

2 [すべてのレルムを編集] をクリックします。

3 (オプション) [レルム] タブで [小文字のレルムを許可] を選択し、小文字を含むレルム名が許可されるようにします。

4 [レルム] タブで [追加] をクリックします。

5 レルムとその鍵配布センター（KDC）を入力し、[OK] をクリックします。

小文字のレルムを許可することを選択しなかった場合、レルム名はすべて大文字で入力する必要があります。たとえ

ば、REALM のように入力します。

6 [DNS] タブで [追加] をクリックします。

7 DNS を入力し、レルムを選択して、[OK] をクリックします。

DNS のワイルドカード文字としてピリオド（.）を使用できます。たとえば、.example.com のように入力します。

8 [閉じる] をクリックし、[適用] をクリックします。

次に進む前に

これで、システムの LDAP 設定または組織の LDAP 設定のレルムを選択できます。

LDAP 設定のテスト
LDAP 接続を構成したら、その設定をテストして、ユーザー属性とグループ属性が正しくマッピングされていることを確
認できます。

開始する前に

テストするには、事前に LDAP 接続を構成する必要があります。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [LDAP] をクリックします。

2 [LDAP 設定をテスト] をクリックします。
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3 LDAP ディレクトリ内のユーザーの名前を入力し、[テスト] をクリックします。

4 属性のマッピングを確認し、[OK] をクリックします。

次に進む前に

テストの結果に基づいて、LDAP のユーザー属性およびグループ属性をカスタマイズできます。

LDAP ユーザーおよびグループ属性のカスタマイズ
LDAP 属性は、LDAP ディレクトリでのユーザー情報およびグループ情報の定義方法の詳細を vCloud Director に提供し
ます。vCloud Director は、これらの情報を独自のデータベースにマッピングします。自分の LDAP ディレクトリに一致
するように、ユーザー属性およびグループ属性の構文を変更します。

開始する前に

LDAP 接続があることを確認します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [LDAP] をクリックします。

2 ユーザー属性およびグループ属性を変更し、[適用] をクリックします。

vCloud Director と LDAP サーバーの同期
vCloud Director は、そのユーザーおよびグループの情報を、定期的に LDAP サーバと自動で同期します。LDAP サーバ
との同期は、手動でいつでも行うこともできます。

自動的な同期については、同期の頻度とタイミングを指定できます。「全般システム設定の変更 (P. 129)」を参照してくだ
さい。

開始する前に

有効な LDAP 接続があることを確認します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [LDAP] をクリックします。

2 [LDAP を同期] をクリックします。

vCloud Director クライアント UI のカスタマイズ
vCloud Director クライアント UI、および vCloud Director Home ログイン画面に表示される一部のリンクのブランド
設定をカスタマイズできます。

カスタム テーマとして vCloud Director がサポートするスタイルに関する情報を示す .css テンプレートのサンプルに
ついては、http://kb.vmware.com/kb/1026050 を参照してください。

vCloud Director では、ログイン画面、ヘッダー、およびフッターで、デフォルトのロゴまたは自分でアップロードした
ロゴが使用されます。ログイン画面では、最小で 48x48 ピクセル、最大で 60x150 ピクセルの範囲の領域にロゴを表示
します。48x48 ピクセル未満、または 60x150 ピクセル超のロゴをアップロードすることもできます。この場合、vCloud
Director では、アップロードされたイメージの縦横比を維持しながら、表示領域にサイズを適合させます。アップロード
するイメージのファイル サイズは、16384 バイト以下にする必要があります。ヘッダーおよびフッターでは、元のロゴ
の縦横比を維持しながら、ロゴが適切なサイズに変更されます。

ファイル形式は、PNG、JPEG、または GIF にする必要があります。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ブランド] をクリックします。
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2 会社名を入力します。

この名前は、システム管理者のタイトル バーおよびすべてのユーザーのフッターに表示されます。

3 カスタム ロゴを選択するには、[参照] をクリックしてファイルを選択し、[開く] をクリックします。

4 カスタム テーマを選択するには、[参照 ]をクリックして .css ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

5 自分の vCloud Director インストール環境に関する情報を提供する Web サイトにリンクしている URL を入力しま
す。

たとえば、http://www.example.com のように入力します。ユーザーは、クライアント UI のフッターに表示さ
れる会社名をクリックしてリンクをたどることができます。

6 この vCloud Director インストール環境にサポートを提供する Web サイトにリンクしている URL を入力します。

すべての vCloud Director 組織の [ホーム] タブにある [サポート] リンクから、この URL が開きます。

7 ユーザーが vCloud Director アカウントにサインアップできる Web サイトにリンクされている URL を入力します。

このリンクは vCloud Director ログイン ページに表示されます。

8 ユーザーがパスワードを忘れた場合に復元できる Web サイトにリンクされている URL を入力します。

このリンクは vCloud Director ログイン ページに表示されます。

9 [適用] をクリックします。

システムのデフォルトのロゴに戻す

vCloud Director のカスタム ロゴをアップロードした後、システムのデフォルトのロゴに戻すことができます。

開始する前に

カスタム ロゴがアップロードされていることを確認します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ブランド] をクリックします。

2 [システムのデフォルトのロゴに戻す] を選択して [適用] をクリックします。

システムのデフォルトのテーマに戻す

vCloud Director のカスタム テーマを適用している場合、いつでもシステムのデフォルトのテーマに戻すことができます。

開始する前に

カスタム テーマが以前に適用されていることを確認します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [ブランド] をクリックします。

2 [システムのデフォルトのテーマに戻す] を選択して [適用] をクリックします。

公開アドレスの構成

公開 Web URL、公開コンソールのプロキシ アドレス、および公開 REST AIP ベース URL など、システムの公開 Web ア
ドレスを構成できます。

n 公開 Web URL の構成 (P. 138)

vCloud Director インストール環境で、ロード バランサの背後または NAT で複数のクラウド セルが実行されてい
る場合、またはクラウド セルに公開経路指定が可能な IP アドレスがない場合、公開 Web URL を設定できます。
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n 公開コンソール プロキシ アドレスの構成 (P. 138)

vCloud Director インストール環境で、ロード バランサの背後または NAT で複数のクラウド セルが実行されてい
る場合、またはクラウド セルに公開経路指定が可能な IP アドレスがない場合、公開コンソール プロキシ アドレス
を設定できます。

n 公開 REST API ベース URL の構成 (P. 139)

vCloud Director インストール環境で、ロード バランサの背後または NAT で複数のクラウド セルが実行されてい
る場合、またはクラウド セルに公開経路指定が可能な IP アドレスがない場合、公開 REST API ベース URL を設定
できます。

公開 Web URL の構成
vCloud Director インストール環境で、ロード バランサの背後または NAT で複数のクラウド セルが実行されている場
合、またはクラウド セルに公開経路指定が可能な IP アドレスがない場合、公開 Web URL を設定できます。

各クラウド セルを初めて構成するときに、HTTP サービス IP アドレスが指定されています。組織ユーザーがシステムへ
のログイン時にアクセスする組織 URL を作成するときに、デフォルトで vCloud Director はそのアドレスを使用します。
別のアドレスを使用するには、公開 Web URL を指定します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [公開アドレス] をクリックします。

2 公開 Web URL を入力します。

ロード バランサーを使用している場合には、公開 Web URL をロード バランサーに設定します（例：
https://<LoadBalancerIP>）。ロード バランサーを使用していない場合には、公開 Web URL の末尾に /cloud
を含める必要があります（例：https://<cellIP>/cloud）。

3 [適用] をクリックします。

組織を作成すると、その組織 URL には、HTTP サービス IP アドレスではなくこの公開 Web URL が含まれます。vCloud
Director は、既存組織の組織 URL も変更します。

公開コンソール プロキシ アドレスの構成
vCloud Director インストール環境で、ロード バランサの背後または NAT で複数のクラウド セルが実行されている場
合、またはクラウド セルに公開経路指定が可能な IP アドレスがない場合、公開コンソール プロキシ アドレスを設定でき
ます。

各クラウド セルを初めて構成するときに、リモート コンソールのプロキシ IP アドレスが指定されています。ユーザーが
仮想マシン コンソールを表示しようとすると、デフォルトで vCloud Director はそのアドレスを使用します。別のアド
レスを使用するには、公開コンソール プロキシ アドレスを指定します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [公開アドレス] をクリックします。

2 公開コンソール プロキシ アドレスのホスト名または IP アドレスを入力します。

ここでは、ロード バランサのアドレス、またはリモート コンソール プロキシ IP にトラフィックを経路指定できる
他のマシンのアドレスを入力できます。

3 [適用] をクリックします。

HTTP サービス IP アドレスに送信されたリモート コンソール セッション チケットが、公開コンソール プロキシ アドレ
スを返します。
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公開 REST API ベース URL の構成
vCloud Director インストール環境で、ロード バランサの背後または NAT で複数のクラウド セルが実行されている場
合、またはクラウド セルに公開経路指定が可能な IP アドレスがない場合、公開 REST API ベース URL を設定できます。

各クラウド セルを初めて構成するときに、HTTP サービス IP アドレスが指定されています。デフォルトでは、vCloud
Director は REST API からの XML 応答にそのアドレスを使用します。また、転送サービス（vApp テンプレートとメディ
アのアップロード用）のアップロード先としても使用します。別のアドレスを使用するには、公開 REST API ベース URL
を指定します。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [公開アドレス] をクリックします。

2 公開 REST API ベース URL にホスト名または IP アドレスを入力します。

ここでは、ロード バランサのアドレス、または HTTP サービス IP にトラフィックを経路指定できる他のマシンのア
ドレスを入力できます。

3 [適用] をクリックします。

REST API からの XML 応答にはベース URL が含まれ、転送サービスではアップロード先としてこのベース URL を使用し
ます。

アカウント ロックアウト ポリシーの構成
アカウント ロックアウトを有効化すると、特定回数の試行が失敗した場合にユーザーが Web コンソールにログインでき
ないようにすることができます。

システム アカウント ロックアウト ポリシーの変更は、すべての新しい組織に適用されます。アカウント ロックアウト ポ
リシーの変更前に作成された組織は、組織レベルで変更する必要があります。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [パスワード ポリシー] をクリックします。

2 [アカウント ロックアウトの有効化] チェック ボックス、[システム管理者アカウントはロックアウトできます。]
チェック ボックス、または両方のチェック ボックスをオンにします。

3 アカウントのロック前に許可される無効なログイン回数を選択します。

4 ロックアウト間隔を選択します。

5 [適用] をクリックします。

vCenter Single Sign On を使用する vCloud Director の構成
vCenter Single Sign On を構成し、有効化すると、システム管理者は vSphere の ID プロバイダによって認証されます。

開始する前に

vCenter Single Sign On を設定し、vCenter Lookup URL をメモします。vSphere の文書を参照してください。

手順

1 [管理] タブをクリックし、左側のペインで [連携] をクリックします。

2 [登録] をクリックします。

3 vCenter [Lookup Service の URL] を入力します。

4 管理者権限を持つ vSphere Single Sign On ユーザーのユーザー名を入力します。

5 上記に入力したユーザー名の vSphere Single Sign On パスワードを入力します。
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6 [OK] をクリックします。

7 [vSphere Single Sign-On を使用] を選択し、[適用] をクリックします。

システム管理者は、vCloud Director へログインする vCenter Single Sign On 認証情報を求められます。

次に進む前に

vCenter Single Sign On のユーザーおよびグループをインポートします。「システム管理者のインポート (P. 124)」 およ
び 「グループのインポート (P. 125)」 を参照してください。
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vCloud Director の監視 10
システム管理者は、完了した操作と処理中の操作を監視し、プロバイダ仮想データセンター、組織仮想データセンター、

およびデータストア レベルでリソース使用状況情報を表示できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n タスクとイベントの表示 (P. 141)

n ブロック タスクの監視および管理 (P. 143)

n プロバイダ仮想データセンターの使用状況情報の表示 (P. 143)

n 組織仮想データセンターの使用状況情報の表示 (P. 143)

n vCloud Director の JMX サービスの使用 (P. 144)

n vCloud Director ログの表示 (P. 144)

n vCloud Director とコスト レポート (P. 145)

タスクとイベントの表示

システムのタスクとイベントおよび組織のタスクとイベントを表示し、vCloud Director アクティビティの監視と監査を
行うことができます。

vCloud Director タスクは、長時間の操作とその状態の変化をタスクの進行状況として表します。たとえば、タスクの開
始時のステータスは通常 Running です。タスクが終了すると、ステータスは Successful または Error に変化します。

vCloud Director イベントは単独の発生事象を表し、通常は操作の重要な部分、または vCloud Director オブジェクト
の重要な状態の変化を示します。たとえば、vCloud Director では、ユーザーが組織仮想データセンターの作成を開始す
ると、イベントをログに記録し、プロセスが完了したときに別のイベントをログに記録します。また、vCloud Director
では、ユーザーがログインするたびにイベントをログに記録し、ログインが成功したかどうかを記録します。

処理中および完了したシステム タスクの表示
システム ログを表示して、処理中のシステム レベルのタスク監視、失敗したタスクの検索とトラブルシューティング、
および所有者別のタスク表示を行うことができます。

組織レベルのタスクに関する情報を確認するには、「処理中および完了した組織タスクの表示 (P. 142)」 を参照してくだ
さい。

ログには、vCloud Director 設定に応じてデバッグ情報を含めることもできます。「全般システム設定 (P. 129)」を参照
してください。

手順

1 vCloud Director システムにシステム管理者としてログインします。

2 [管理および監視] タブをクリックし、左側のペインで [ログ] をクリックします。
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3 [タスク] タブをクリックします。

vCloud Director には、システム レベルの各タスクに関する情報が表示されます。

4 詳細を表示するには、タスクをダブルクリックします。

処理中および完了した組織タスクの表示

組織のログを表示して、処理中の組織レベルのタスク監視、失敗したタスクの検索とトラブルシューティング、および所

有者別のタスク表示を行うことができます。

システム レベルのタスクに関する情報を確認するには、「処理中および完了したシステム タスクの表示 (P. 141)」 を参照
してください。

ログには、vCloud Director 設定に応じてデバッグ情報を含めることもできます。「全般システム設定 (P. 129)」を参照
してください。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] タブをクリックし、左側のペインで [ログ] をクリックします。

4 [タスク] タブをクリックします。

vCloud Director に、組織レベルの各タスクに関する情報が表示されます。

5 詳細を表示するには、タスクをダブルクリックします。

システム管理者のみが、ほぼすべてのタスクの詳細を表示できます。

システム イベントの表示
システム レベルのイベントを表示するには、システム ログを表示します。失敗したイベントの検索とトラブルシューティ
ング、およびユーザー別のイベントの表示を行うことができます。

組織レベルのイベントに関する情報を確認するには、「組織イベントの表示 (P. 142)」 を参照してください。

手順

1 vCloud Director システムにシステム管理者としてログインします。

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

3 [イベント] タブをクリックします。

vCloud Director には、システム レベルの各イベントに関する情報が表示されます。

4 詳細を表示するには、イベントをダブルクリックします。

組織イベントの表示

組織のログを表示して組織レベルのイベントを監視できます。失敗したイベントの検索とトラブルシューティング、およ

びユーザー別のイベントの表示を行うことができます。

システム レベルのイベントに関する情報を確認するには、「システム イベントの表示 (P. 142)」 を参照してください。

手順

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

2 組織名を右クリックし、[開く] を選択します。

3 [マイ クラウド] タブをクリックし、左側のペインで [ログ] をクリックします。
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4 [イベント] タブをクリックします。

vCloud Director に、組織レベルの各イベントに関する情報が表示されます。

5 (オプション) 詳細を表示するには、イベントをダブルクリックします。

システム管理者のみが、ほぼすべてのイベントの詳細を表示できます。

ブロック タスクの監視および管理
ブロックの結果として保留中の状態になっているタスクは、監視および管理することができます。

vCloud Director Web コンソールを使用してブロック タスクを監視および管理することは可能ですが、通常は vCloud
API を使用して、コードの外部の一部が AMQP 通知を監視し、プログラムによって応答します。

手順

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

2 タスクを右クリックし、アクションを選択します。

オプション 説明

レジューム タスクを再開します。

中止 タスクを中止し、タスクの一部として作成されたオブジェクトを削除します。

失敗 タスクを失敗させますが、タスクの一部として作成されたオブジェクトはクリーンアッ

プしません。タスクとそのオブジェクトのステータスは、<Error> に設定されます。
 

3 理由を入力し、[OK] をクリックします。

プロバイダ仮想データセンターの使用状況情報の表示

プロバイダ仮想データセンターは、組織仮想データセンターにコンピューティング リソース、メモリ リソース、および
ストレージ リソースを提供します。プロバイダ仮想データセンターのリソースは、監視することも、必要に応じてさらに
追加することもできます。

手順

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

2 [監視] タブをクリックします。

vCloud Director は 各プロバイダ仮想データセンターの CPU、メモリ、ストレージに関する情報を表示します。

組織仮想データセンターの使用状況情報の表示

組織仮想データセンターは、組織にコンピューティング リソース、メモリ リソース、およびストレージ リソースを提供
します。組織仮想データセンターのリソースは、監視することも、必要に応じてさらに追加することもできます。

手順

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

2 [監視] タブをクリックします。

vCloud Director は、各組織仮想データセンターの CPU、メモリ、ストレージに関する情報を表示します。
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vCloud Director の JMX サービスの使用
各 vCloud Director サーバ ホストは、JMX を介して多くの MBean を公開することでサーバの運用管理を可能にして、
内部統計情報へのアクセスを提供します。

JConsole を使用した JMX サービスへのアクセス
JMX クライアントを使用して vCloud Director JMX サービスにアクセスできます。JConsole は、JMX クライアントの
1 つです。

vCloud Director によって公開される MBean の詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1026065 を参照してく
ださい。

開始する前に

接続先となる vCloud Director ホストのホスト名は、完全修飾ドメイン名または非修飾ホスト名の正引き参照と逆引き参
照を使用して、DNS によって解決できる必要があります。

手順

1 JConsole を開始します。

2 [接続] メニューで [新規接続] を選択します。

3 [リモート プロセス] をクリックし、JMX サービスの URL を入力します。

URL には、vCloud Director サーバーのホスト名または IP アドレスの後にポート番号を付けます。たとえば、
example.com:8999 のように入力します。デフォルト ポートは 8999 です。

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

5 [MBean] タブをクリックします。

vCloud Director ログの表示
vCloud Director では、システムのクラウド セルごとにログ情報を提供します。ログを表示して、セルの監視や問題のト
ラブルシューティングを行うことができます。

セルのログは /opt/vmware/vcloud-director/logs にあります。表 10‑1では、使用可能なログを一覧表示してい
ます。

表 10‑1.  vCloud Director のログ

ログ名 説明

cell.log vCloud Director セルからのコンソール出力。

vcloud-container-debug.log セルからのデバッグ レベルのログ メッセージ。

vcloud-container-info.log セルからの情報ログ メッセージ。このログには、セルで発生した警
告とエラーも表示されます。

vmware-vcd-watchdog.log セル ウォッチドッグからの情報ログ メッセージ。セルがいつクラッ
シュしたか、再起動したかなどが記録されます。

diagnostics.log セル診断ログ。このファイルは、ローカル ログ構成で診断ログが有
効になっていない場合は空です。

<YYYY_MM_DD>.request.log Apache 共通ログ形式の HTTP 要求ログ。

ログは、任意のテキスト エディタ/ビューアまたはサードパーティ ツールを使用して表示できます。
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vCloud Director とコスト レポート
VMware vCenter Chargeback 1.5 を使用して、VMware vCloud Director のコスト レポート システムを構成できます。

詳細については、『VMware vCenter Chargeback User's Guide』 を参照してください。

vCloud Director で、何日分のチャージバック履歴を保存するかを指定できます。「全般システム設定の変更 (P. 129)」
を参照してください。
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ロールと権限 11
vCloud Director は、ロールとロールに関連付けられた権限を使用して、ユーザーおよびグループが実行できる操作を決
定します。システム管理者は、ロールの作成と変更ができます。システム管理者と組織管理者は、ロールを組織内のユー

ザーおよびグループに割り当てることができます。

vCloud Director には、いくつかの事前定義されたロールがあります。

n システム管理者

n 組織管理者

n カタログ作成者

n vApp 作成者

n vApp ユーザー

n コンソールのアクセスのみ

事前定義ロールとその権限

vCloud Director には、事前定義ロールがあります。これらのロールには、それぞれデフォルトの権限セットがあります。

システム管理者

システム管理者は、システム内のすべてのオブジェクトに対するスーパーユーザー権利を持っています。システム管理者

の認証情報は、インストールおよび構成時に確立されます。システム管理者は、追加のシステム管理者アカウントを作成

できます。すべてのシステム管理者は、システム組織のメンバーです。このロールに関連付けられた権限は、変更できま

せん。

組織ロール

組織の作成後、システム管理者は、組織管理者のロールを組織内のどのユーザーにでも割り当てることができます。組織

管理者は、その組織内でスーパーユーザー権限を持ち、事前定義ロールを組織のユーザーおよびグループに割り当てるこ

とができます。

組織管理者 組織管理者は、組織管理者のロールを組織のどのメンバーにでも割り当てることができ

ます。

カタログ作成者 カタログ作成者に関連付けられている権限を持つユーザーは、カタログを作成および公

開できます。

vApp 作成者 vApp 作成者に関連付けられている権限を持つユーザーは、カタログを使用し、vApp
を作成できます。
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vApp ユーザー vApp ユーザーに関連付けられている権限を持つユーザーは、既存の vApp を使用で
きます。

コンソールのアクセスのみ コンソールのアクセスのみに関連付けられている権限を持つユーザーは、仮想マシンの

状態およびプロパティを表示し、ゲスト OS を使用できます。

ID プロバイダに準拠 権限は、ユーザーの OAuth または SAML ID プロバイダから受け取った情報に基づい
て決定されます。ユーザーまたはグループに Defer to Identity Provider ロー
ルが割り当てられているときに包含の資格を得るには、ID プロバイダによって提供さ
れたロールまたはグループ名は、組織内で定義されたロールまたはグループ名と大文字

小文字も含めて完全に一致する必要があります。

n ユーザーが OAuth ID プロバイダによって定義されている場合、ユーザーには、
ユーザーの OAuth トークンの roles アレイで指定されたロールが割り当てられ
ます。

n ユーザーが SAML ID プロバイダによって定義されている場合、ユーザーには、名
前が組織の RoleAttributeName にある OrgFederationSettings 要素に
表示される SAML 属性で指定されたロールが割り当てられます。

ユーザーに Defer to Identity Provider ロールが割り当てられているが、一致
するロールまたはグループ名が組織内で利用できない場合、ユーザーは組織にログイン

することができますが、権限はありません。ID プロバイダがユーザーをシステム管理
者などのシステムレベルのロールに関連付ける場合、ユーザーは組織にログインするこ

とができますが、権限はありません。このようなユーザーにはロールを手動で割り当て

る必要があります。

Defer to Identity Provider ロールは例外として、事前定義ロールにはすべてデフォルトの権限セットが含まれ
ています。事前定義ロールに関連付けられている権限セットを組織管理者が変更すると、その組織に対してのみ変更が適

用されます。事前定義ロールに関連付けられている権限セットをシステム管理者が変更すると、システム内のすべての組

織に変更が適用されます。

適用するオブジェクトに従って、権限を分類します。

カタログに関連付けられている権限

表 11‑1.  カタログに関連付けられている権限

説明 管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのア

クセスのみ

カタログ：マイ

クラウドからの

vApp の追加

マイ クラウドからカタロ
グに vApp を追加する権
限。

X X X

カタログ： 所有
者の変更

カタログの所有者を変更

する権限。

X

カタログ： カタ
ログの作成/削除

カタログを作成および削

除する権限。

X X

カタログ： カタ
ログ プロパティ
の編集

カタログのプロパティを

編集する権限。

X X

カタログ： カタ
ログの外部公

開/サブスクリプ
ションの許可

外部で使用するためにカ

タログを公開したり、外

部カタログ フィードをサ
ブスクライブしたりする

権限。

X X
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表 11‑1.  カタログに関連付けられている権限 (続き)

説明 管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのア

クセスのみ

カタログ： 現在
の組織内のユー

ザー/グループと
のカタログの共

有

同じ組織内のユーザーお

よびグループとカタログ

を共有する権限。

X X

カタログ： 現在
の組織内のプラ

イベートおよび

共有カタログの

表示

組織内のプライベート カ
タログと共有カタログを

両方表示する権限。

X X X

カタログ： 他の
組織の共有カタ

ログの表示

他の組織の共有カタログ

を表示する権限。

X

独立したディスクに関連付けられている権限

表 11‑2.  独立したディスクに関連付けられている権限

説明 管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのア

クセスのみ

ディスク：作成 独立したディスクを作成

する権限。

X X X

ディスク：削除 独立したディスクを削除

する権限。

X X X

ディスク：プロ

パティの編集

独立したディスクのプロ

パティを編集する権限。

X X X

ディスク：プロ

パティの表示

独立したディスクのプロ

パティを表示する権限。

X X X X

vApp テンプレートおよびメディアに関連付けられている権限
表 11‑3.  vApp テンプレートおよびメディアに関連付けられている権限

説明 管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのア

クセスのみ

カタログ項目：

マイ クラウドへ
の追加

vApp テンプレートまた
はメディア ファイルをマ
イ クラウドに追加する
権限

X X X X

カタログ項目：

vApp テンプ
レート/メディア
のコピー/移動

vApp テンプレートおよ
びメディア ファイルをコ
ピーおよび移動する権

限。

X X X

カタログ項目：

vApp テンプ
レート/メディア
の作成/アップ
ロード

vApp テンプレートおよ
びメディア ファイルを作
成およびアップロードす

る権限。

X X

カタログ項目：

vApp テンプ
レート/メディア
ダウンロードの

有効化

vApp テンプレートまた
はメディア項目をダウン

ロードできるようにする

権限。

X X
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表 11‑3.  vApp テンプレートおよびメディアに関連付けられている権限 (続き)

説明 管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのア

クセスのみ

カタログ項目：

vApp テンプ
レート/メディア
プロパティの編

集

vApp テンプレートまた
はメディア ファイルのプ
ロパティを編集する権

限。

X X

カタログ項目：

vApp テンプ
レート/メディア
の表示

vApp テンプレートおよ
びメディア ファイルを表
示する権限。

X X X X

vApp に関連付けられている権限
表 11‑4.  vApp に関連付けられている権限

説明 管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのア

クセスのみ

vApp： 所有者
の変更

vApp の所有者を変更す
る権限。

X

vApp： vApp
のコピー

vApp をコピーする権
限。

X X X X

vApp： vApp
の作成/再構成

vApp を作成および再構
成する権限。

X X X

vApp： vApp
の削除

vApp を削除する権限。 X X X X

vApp： vApp
のダウンロード

vApp をダウンロードす
る権限。

X X X X

vApp： vApp
プロパティの編

集

vApp のプロパティを編
集する権限。

X X X X

vApp： 仮想マ
シンの CPU を
編集

仮想マシンの CPU を編
集する権限。

X X X

vApp： 仮想マ
シンのハード

ディスクを編集

仮想マシンのハード ディ
スクを編集する権限。

X X X

vApp： 仮想マ
シンのメモリを

編集

仮想マシンのメモリを編

集する権限。

X X X

vApp： 仮想マ
シンのネット

ワークを編集

仮想マシンのネットワー

ク構成を編集する権限。

X X X X

vApp： 仮想マ
シンのプロパ

ティを編集

仮想マシンのプロパティ

を編集する権限。

X X X X

vApp： 仮想マ
シンのパスワー

ド設定を管理

仮想マシンのパスワード

設定を編集する権限。

X X X X X

vApp： vApp
の開始/停止/一
時停止/リセット

vApp を開始、停止、サ
スペンド、およびリセッ

トする権限。

X X X X
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表 11‑4.  vApp に関連付けられている権限 (続き)

説明 管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのア

クセスのみ

vApp： vApp
の共有

vApp を共有する権限。 X X X X

vApp： スナッ
プショットの作

成/削除/元に戻
す

仮想マシンのスナップ

ショットを作成する、元

に戻す、および削除する

権限。

X X X X

vApp： vApp
のアップロード

vApp をアップロードす
る権限。

X X X X

vApp： 仮想マ
シン コンソール
へのアクセス

仮想マシン コンソールを
使用する権限。

X X X X X

vApp： 仮想マ
シンのメトリッ

クの表示

仮想マシンのメトリック

を表示する権限。

X X X

vApp：CD　の
挿入

vApp の仮想マシンに
CD を挿入する権限

X X X X X

管理者権限

これらのすべての権限は、システム全体のシステム管理者と、組織内の組織管理者には付与されますが、他の事前定義ロー

ルには付与されません。

表 11‑5.  他の管理者権限

説明 管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのア

クセスのみ

全般： 管理者の
制御

すべての管理者権限を使

用する権限。

X

全般： 管理者の
表示

vCloud Director を管理
者として表示する権限。

X

全般： 通知の送
信

vCloud Director ユー
ザー通知を送信する権

限。

X

ゲートウェイ：

サービスの構成

ゲートウェイ サービスを
構成する権限

X

組織 VDC ネット
ワーク：プロパ

ティの編集

組織の仮想データセン

ター ネットワークのプロ
パティを編集する権限。

X

組織 VDC ネット
ワーク：プロパ

ティの表示

組織の仮想データセン

ター ネットワークのプロ
パティを表示する権限。

X

組織 VDC： デ
フォルトのスト

レージ ポリシー
の設定

組織の仮想データセン

ターのデフォルト スト
レージ ポリシーを設定す
る権限。

X

組織 VDC：組織
VDC の表示

組織の仮想データセン

ターを表示する権限。

X

組織：連携設定

の編集

組織の連携設定を編集す

る権限。

X

組織： リース ポ
リシーの編集

組織のリース ポリシーを
編集する権限。

X
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表 11‑5.  他の管理者権限 (続き)

説明 管理者 カタログ作成者 vApp 作成者 vApp ユーザー
コンソールのア

クセスのみ

組織： 組織ネッ
トワーク プロパ
ティの編集

組織のネットワーク プロ
パティを編集する権限。

X

組織： 組織プロ
パティの編集

組織のプロパティを編集

する権限。

X

組織：パスワー

ド ポリシーの編
集

組織のパスワード ポリ
シーを編集する権限。

X

組織： 割り当て
容量ポリシーの

編集

組織の割り当て容量ポリ

シーを編集する権限。

X

組織： SMTP 設
定の編集

組織の SMTP 設定を編集
する権限。

X

組織： 組織の関
連付けの編集

組織の関連付けを編集す

る権限。

X

組織： 組織ネッ
トワークの表示

組織のネットワークを表

示する権限。

X

組織： 組織の表
示

組織を表示する権限。 X

組織： 操作の制
限値の編集

組織の

OrgOperationLim
itsSettings を編集
する権限。

X (システム管
理者のみ)
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