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この章の対象読者
項で特に指定がない限り、この章の内容は管理者向けです。

仮想データセンターの管理について
仮想データセンター（VDC）は、仮想リソース、動作の詳細、ルール、およびポリシーを組み合
わせて特定のグループの要件を管理する環境です。

1つのグループまたは組織で複数のVDC、イメージ、テンプレート、およびポリシーを管理でき
ます。組織は個々のグループに VDCレベルでクォータを割り当て、リソース制限を割り当てる
ことができます。

また、VDCに固有の承認者を定義できます。 VDCの承認者は、ユーザからの VMプロビジョニ
ングの要求を承認する必要があります。

Cisco IntercloudFabricにはデフォルトのVDCがあり、検出されたすべてのVMは、このデフォ
ルト VDCの一部です。検出された VMは Cisco Intercloud Fabricの外部で作成された VMか、
または Cisco Intercloud Fabricがインストールされる前に vCenterですでに作成されていた VM
です。 Cisco Intercloud Fabricはこのような VMを自動的に検出し、デフォルト VDCに追加し
ます。

（注）
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サービス要求を使用してプロビジョニングされたVMはVDCに関連付けることができます。サー
ビス要求を作成するとき、この VMをプロビジョニングする VDCを選択できます。 VMのプロ
ビジョニング時には、特定のグループで利用可能な VDCのリストを表示し、必要な VDCを選択
できます。

エンタープライズ仮想データセンターの管理

プライベート仮想データセンターの作成

Intercloud Fabricのプライベート仮想データセンターを作成するには、次の手順を使用します。

はじめる前に

Intercloud Fabricのポリシーを作成しておきます。

手順

ステップ 1 Intercloud Fabricにログインします。

ステップ 2 [Intercloud] > [IcfCloud]を選択します。

ステップ 3 [IcfCloud]ウィンドウで、[IcfCloud]タブをクリックします。

ステップ 4 [IcfCloud]タブで、[Add vDC]ボタンをクリックします。
[Add vDC]ウィザードが表示されます。

ステップ 5 [Add vDC]ウィザードを表示するもう 1つの方法として、[Policies] > [Virtual/Hypervisor Policies] >
[Virtual Data Centers] > [Add vDC]に移動する方法があります。

ステップ 6 [Add vDC]の次のフィールドに値を入力します。

説明名前

VMwareクラウドタイプを選択します。[Cloud Type]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [Submit]をクリックします。`

ステップ 8 [Add private vDC]の次のフィールドに値を入力します。

説明名前

一般情報

仮想データセンターの名前。[vDC Name]フィールド

仮想データセンターの説明。[vDC Description]フィールド
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説明名前

既存のユーザグループを選択するか、または

[Add Group (+)]ボタンをクリックして、データ
センターのユーザグループを作成します。新

規ユーザグループの作成については、ユーザ

グループの作成を参照してください。

仮想データセンターの作成後にこの値を変更す

ることはできません。

[Groups]ドロップダウンリスト

仮想データセンターのクラウドの名前を選択し

ます。

仮想データセンターの作成後にこの値を変更す

ることはできません。

[Cloud Name]ドロップダウンリスト

ポリシー

既存のコンピューティングポリシーを選択する

か、仮想データセンターのコンピューティング

ポリシーの作成を選択します。

ホスト/クラスタを選択する必要があります。
デフォルトのコンピューティングポリシーでは

ホスト/クラスタが選択されていません。

[Computing Policy]ドロップダウンリスト

既存のネットワークポリシーを選択するか、仮

想データセンターのネットワークポリシーの作

成を選択します。

ホスト/クラスタを選択する必要があります。
デフォルトのネットワークポリシーではホス

ト/クラスタが選択されていません。

デフォルトのネットワークポリシーには NIC
がありません。デフォルトポリシーを変更し

てNICを追加するか、または新しいネットワー
クポリシーを作成することができます。

ネットワークポリシーの作成については、ユー

ザグループの作成を参照してください。

[Network Policy]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [Add]をクリックして、プライベート仮想データセンターを追加します。

ステップ 10 タスクの状態を表示するには、[Intercloud] > [Compute]を選択します。

ステップ 11 クラウドを選択し、[vDC]タブをクリックします。
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vDCレポートが表示されます。レポートの詳細については、『Cisco IntercloudFabricUserGuide』
を参照してください。

仮想データセンターの表示

手順

ステップ 1 Cisco Intercloud Fabricにログインします。

ステップ 2 メニューバーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor
Policies）] > [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]を選択します。

ステップ 3 [All User Groups]ペインで、表示する VDCが含まれている VDCグループを選択します。

ステップ 4 [VDC]タブをクリックします。

ステップ 5 メインの表示ペインで、表示する VDCを選択します。

ステップ 6 [View]をクリックして、[VDC Details]ページを開きます。

仮想データセンターの編集

手順

ステップ 1 Cisco Intercloud Fabricにログインします。

ステップ 2 メニューバーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor
Policies）] > [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]を選択します。

ステップ 3 [All User Groups]ペインで、編集する必要のある仮想データセンターグループを選択します。

ステップ 4 [VDC]タブをクリックします。

ステップ 5 メインの表示ペインで、編集する仮想データセンターを選択します。

ステップ 6 [Edit]をクリックします。

ステップ 7 [Edit VDC]ダイアログボックスで、次のフィールドを編集します。

説明名前

仮想データセンターの名前。

名前は、入力した後では編集できません。

[vDC Name]フィールド
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説明名前

今後の導入で仮想データセンターを使用できな

いようにするには、このチェックボックスをオ

ンにします。仮想データセンター内の既存の仮

想マシンに対するアクションは無効になりま

す。今後の導入で仮想データセンターを使用で

きるようにするには、このチェックボックスを

オフにします。

[vDC Locked]チェックボックス

仮想データセンター固有の説明。[VDC Description]フィールド

仮想データセンターの設定対象グループを選択

します。

[Groups]ドロップダウンリスト

仮想データセンターを設定するクラウドを選択

します。

このドロップダウンリストで使用可能なオプ

ションは、指定したアカウントタイプによって

決まります。

[Cloud Name]ドロップダウンリスト

承認者と連絡先

サービスリクエストを承認する必要があるユー

ザ。

[Approver User Name]フィールド

連絡先の電子メールアドレス。この仮想デー

タセンターを使用した仮想マシンのプロビジョ

ニングを通知するユーザ。

[Provider Support Email Address]フィールド

ポリシー

仮想データセンターに適用されるシステムポリ

シーを選択します。

[System Policy]ドロップダウンリスト

仮想データセンターに適用されるコンピュー

ティングポリシーを選択します。

[Computing Policy]ドロップダウンリスト

仮想データセンターに適用されるネットワーク

ポリシーを選択します。

[Network Policy]ドロップダウンリスト

仮想データセンターに適用されるストレージポ

リシーを選択します。

[Storage Policy]ドロップダウンリスト
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説明名前

仮想データセンターに適用される ISOイメージ
マッピングポリシーを選択します。

[ISO ImageMapping Policy]ドロップダウンリス
ト

仮想データセンターに適用されるコストモデル

を選択します。

[Cost Model]ドロップダウンリスト

この仮想データセンターのサービスリクエスト

サマリーと電子メールページでのコストの表示

を無効にするには、このチェックボックスをオ

ンにします。

[Disable displaying cost in the SR summary and email
page]チェックボックス

仮想マシンのプロビジョニング後のオーケスト

レーションワークフローを実行するために使用

するポリシーを選択します。選択されたワーク

フローは、仮想データセンター内の仮想マシン

のアクションボタンとして表示されます。

[User Action Policy]ドロップダウンリスト

RCUを使用して仮想マシンを複製するには、こ
のチェックボックスをオンにします。

[Enable Storage Efficiency]チェックボックス

非アクティブな仮想マシンを削除するまでの、

非アクティブな状態の経過日数を選択します。

非アクティブ状態の仮想マシンとは、電源がオ

ンの状態ではない仮想マシンです。

この選択項目が想定どおりに機能す

るためには、[Administration] >
[System]で [Advanced Controls]タブの
下にある [Delete Inactive VM's Based
onVDCPolicy]チェックボックスがオ
ンになっていることを確認します。

（注）

[Delete after Inactive VM days]ドロップダウンリ
スト
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説明名前

仮想データセンターのセルフサービスポリシー

を選択します。このポリシーにより、仮想デー

タセンターで実行できるタスクまたはアクショ

ンが定義されます。

このドロップダウンリストには、仮

想データセンターの作成対象アカウン

トタイプに関連するポリシーが読み

込まれます。

vDCにポリシーを割り当てることは、
ユーザが vDCで実行できるタスクを
制御できる唯一の方法です。以前の

バージョンでは、作成時に vDC上で
タスクを有効または無効にしていまし

た。現在のリリースにアップグレー

ドしている場合は、以前設定された権

限とオプションは vDCの名前でエン
ドユーザポリシーとして自動的にグ

ループ化され、vDCに割り当てられま
す。

（注）

エンドユーザセルフサービスポリシー

ステップ 8 [Save]をクリックします。

仮想データセンターの削除

手順

ステップ 1 Cisco Intercloud Fabricにログインします。

ステップ 2 メニューバーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor
Policies）] > [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]を選択します。

ステップ 3 [All User Groups]ペインで、削除する必要のある VDCグループを選択します。

ステップ 4 [VDC]タブをクリックします。

ステップ 5 メインの表示ペインで、削除する仮想データセンターを選択します。

ステップ 6 [Remove]をクリックします。

ステップ 7 [Delete VDC]ダイアログボックスで、[Delete]をクリックします。

Cisco Intercloud Fabric ユーザガイドリリース 2.2.1    
7

仮想データセンターの管理

仮想データセンターの削除



仮想データセンターの複製

手順

ステップ 1 Cisco Intercloud Fabricにログインします。

ステップ 2 メニューバーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor
Policies）] > [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]を選択します。

ステップ 3 [All User Groups]ペインで、複製する必要のある仮想データセンターグループを選択します。

ステップ 4 [VDC]タブをクリックします。

ステップ 5 メイン表示ペインで、複製する仮想データセンターを選択します。

ステップ 6 [Clone]をクリックします。

ステップ 7 [Clone vDC]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

仮想データセンターの名前。

名前は、入力した後では編集できません。

[vDC Name]フィールド

今後の導入で仮想データセンターを使用できな

いようにするには、このチェックボックスをオ

ンにします。仮想データセンター内の既存の仮

想マシンに対するアクションは無効になりま

す。今後の導入で仮想データセンターを使用で

きるようにするには、このチェックボックスを

オフにします。

[vDC Locked]チェックボックス

仮想データセンター固有の説明。[VDC Description]フィールド

仮想データセンターの設定対象グループを選択

します。

[Groups]ドロップダウンリスト

仮想データセンターを設定するクラウドを選択

します。

このドロップダウンリストで選択可能なオプ

ションは、指定したアカウントタイプによって

決まります。

[Cloud Name]ドロップダウンリスト

承認者と連絡先

サービスリクエストを承認する必要があるユー

ザ。

[Approver User Name]フィールド
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説明名前

連絡先またはユーザの電子メールアドレス。

この仮想データセンターを使用した仮想マシン

のプロビジョニングを通知するユーザ。

[Provider Support Email Address]フィールド

ポリシー

仮想データセンターに適用されるシステムポリ

シーを選択します。

[System Policy]ドロップダウンリスト

仮想データセンターに適用されるコンピュー

ティングポリシーを選択します。

[Computing Policy]ドロップダウンリスト

仮想データセンターに適用されるネットワーク

ポリシーを選択します。

[Network Policy]ドロップダウンリスト

仮想データセンターに適用されるストレージポ

リシーを選択します。

[Storage Policy]ドロップダウンリスト

仮想データセンターに適用される ISOイメージ
マッピングポリシーを選択します。

[ISO ImageMapping Policy]ドロップダウンリス
ト

仮想データセンターに適用されるコストモデル

を選択します。

[Cost Model]ドロップダウンリスト

この仮想データセンターのサービスリクエスト

サマリーと電子メールページでのコストの表示

を無効にするには、このチェックボックスをオ

ンにします。

[Disable displaying cost in the SR summary and email
page]チェックボックス

仮想マシンのプロビジョニング後のオーケスト

レーションワークフローを実行するために使用

するポリシーを選択します。選択されたワーク

フローは、仮想データセンター内の仮想マシン

のアクションボタンとして表示されます。

[User Action Policy]ドロップダウンリスト

RCUを使用して仮想マシンを複製するには、こ
のチェックボックスをオンにします。

[Enable Storage Efficiency]チェックボックス

Cisco Intercloud Fabric ユーザガイドリリース 2.2.1    
9

仮想データセンターの管理

仮想データセンターの複製



説明名前

非アクティブな仮想マシンを削除するまでの、

非アクティブな状態の経過日数を選択します。

非アクティブ状態の仮想マシンとは、電源がオ

ンの状態ではない仮想マシンです。

この選択項目が想定どおりに機能す

るためには、[Administration] >
[System]で [Advanced Controls]タブの
下にある [Delete Inactive VM's Based
onVDCPolicy]チェックボックスがオ
ンになっていることを確認します。

（注）

[Delete after Inactive VM days]ドロップダウンリ
スト

仮想データセンターのセルフサービスポリシー

を選択します。このポリシーにより、仮想デー

タセンターで実行できるタスクまたはアクショ

ンが定義されます。

このドロップダウンリストには、仮

想データセンターの作成対象アカウン

トタイプに関連するポリシーが読み

込まれます。

vDCにポリシーを割り当てることは、
ユーザが vDCで実行できるタスクを
制御できる唯一の方法です。以前の

バージョンでは、作成時に vDC上で
タスクを有効または無効にしていまし

た。現在のリリースにアップグレー

ドしている場合は、以前設定された権

限とオプションは vDCの名前でエン
ドユーザポリシーとして自動的にグ

ループ化され、vDCに割り当てられま
す。

（注）

[End User Self-Service Policies]ドロップダウン
リスト。

ステップ 8 [Add]をクリックします。

仮想データセンターのアプリケーションカテゴリの管理

アプリケーションカテゴリのポリシーを変更できます。カタログを作成するときに、次のいずれ

かのカテゴリをこのカタログのカテゴリとして選択できます。このカタログから仮想マシンを作

成すると、カタログのアプリケーションカテゴリのポリシーにより、仮想データセンターのポリ

シーが上書きされます。
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Cisco IntercloudFabricで使用されるポリシーは、システムポリシー、コンピューティングポリ
シー、およびネットワークポリシーだけです。Cisco IntercloudFabricではその他のポリシーは
すべて無視されます。

（注）

手順

ステップ 1 Cisco Intercloud Fabricにログインします。

ステップ 2 メニューバーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor
Policies）] > [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]を選択します。

ステップ 3 [All User Groups]ペインで、仮想データセンターを含む仮想データセンターグループを選択しま
す。

ステップ 4 [VDC]タブをクリックします。

ステップ 5 メインの表示ペインで、アプリケーションカテゴリを管理する仮想データセンターを選択しま

す。

ステップ 6 [Manage Categories]をクリックします。

ステップ 7 メインの表示ペインで、管理するアプリケーションカテゴリを選択します。

ステップ 8 [Edit]をクリックします。

ステップ 9 [Edit App Category]ダイアログボックスで、システムポリシー、コンピューティングポリシー、
ネットワークポリシー、またはストレージポリシーを必要に応じて変更するために該当するフィー

ルドをすべて編集します。コストモデルとスマート割り当てポリシーも変更できます。

ステップ 10 [Save]をクリックします。

プライベートクラウドへの仮想マシンの移行

仮想マシンをプライベートクラウドに移行するには、次の手順を使用します。

アプリケーションカテゴリポリシーは、仮想データセンターポリシーを上書きします。アプ

リケーションカテゴリの管理を参照してください。

（注）
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手順

ステップ 1 Intercloud Fabricにログインします。

ステップ 2 [Intercloud] > [Compute]を選択します。

ステップ 3 クラウドの仮想データセンターを選択します。

ステップ 4 [VMs]タブをクリックします。

ステップ 5 リストから仮想マシンを選択し、[Migrate VM on Premise]ボタンをクリックします。

ステップ 6 [Migrate VM on Premise]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

仮想マシンの名前。[Target VM Name]フィールド

仮想マシンの移行先として、プライベートクラ

ウド内の仮想データセンターを選択します。

[Select VDC]ドロップダウンリスト

OSのバージョンを選択します。[Select OS Version]ドロップダウンリスト

必要な場合は、コメントを入力します。[Comments]フィールド

クラウドでソース仮想マシンを削除するには、

このチェックボックスをオンにします。

[Remove Source VM]チェックボックス

ステップ 7 [Proceed]をクリックします。

Intercloud 仮想データセンターの管理

Intercloud Fabric仮想データセンターの作成
Intercloud Fabric仮想データセンターを作成するには、次の手順を使用します。

はじめる前に

Intercloud Fabricのポリシーを作成しておきます。
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手順

ステップ 1 Intercloud Fabricにログインします。

ステップ 2 [Intercloud] > [IcfCloud]を選択します。

ステップ 3 [IcfCloud]ウィンドウで、[IcfCloud]タブをクリックします。

ステップ 4 [IcfCloud]タブで、[Add vDC]ボタンをクリックします。
[Add vDC]ウィザードが表示されます。

ステップ 5 [Add vDC]ウィザードを表示するもう 1つの方法として、[Policies] > [Virtual/Hypervisor Policies] >
[Virtual Data Centers] > [Add vDC]に移動する方法があります。

ステップ 6 [Add vDC]ウィンドウで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

プロバイダーのクラウドタイプを選択します。[Cloud Type]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [Submit]をクリックします。`

ステップ 8 [Add Intercloud vDC]ウィンドウで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

一般情報

仮想データセンターの名前。[vDC Name]フィールド

仮想データセンターの説明。[vDC Description]フィールド

既存のユーザグループを選択するか、または

[Add Group (+)]ボタンをクリックして、データ
センターのユーザグループを作成します。

[Groups]ドロップダウンリスト

仮想データセンターのプロバイダーアカウント

を選択します。

[Provider Account]ドロップダウンリスト

仮想データセンターの Intercloud Fabric Cloudを
選択します。

[Cloud Name]ドロップダウンリスト

承認者と連絡先

承認者のユーザ名。

このフィールドは、[Advanced]チェックボック
スをオンにした場合にだけ表示されます。

[Approver Username]フィールド

ポリシー
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説明名前

既存のシステムポリシーを選択するか、仮想

データセンターのシステムポリシーの作成を選

択します。

システムポリシーの作成については、Intercloud
Fabricシステムポリシーの作成を参照してくだ
さい。

[System Policy]ドロップダウンリスト

既存のネットワークポリシーを選択するか、仮

想データセンターのネットワークポリシーの作

成を選択します。

ネットワークポリシーの作成については、

Intercloud Fabricネットワークポリシーの作成
を参照してください。

[Network Policy]ドロップダウンリスト

詳細構成設定を表示するには、このチェック

ボックスをオンにします。

このフィールドは、[VMware]以外の
クラウドタイプを選択した場合にだ

け表示されます。

（注）

[Advanced]チェックボックス

仮想データセンターに対して許可するアクティ

ブな仮想マシンの数を定義するには、この

チェックボックスをオンにします。

このフィールドは、[VMware]以外の
クラウドタイプを選択し、かつ

[Advanced]チェックボックスをオン
にした場合にだけ表示されます。

（注）

[Allowed Active VMs for the vDC]チェックボッ
クス

仮想データセンターに対して許可するアクティ

ブな仮想マシンの数。

このフィールドは、[Allowed Active
VMs for the vDC]チェックボックスを
オンにした場合にだけ表示されます。

（注）

[Define the number of active VMs allowed for this
vDC]フィールド

詳細構成設定を表示するには、[Advanced]
チェックボックスをオンにします。

導入とサイズ変更のオプション
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説明名前

テンプレートの設定を上書きするには、この

チェックボックスをオンにします。

このフィールドは、[VMware]以外の
クラウドタイプを選択し、かつ

[Advanced]チェックボックスをオン
にした場合にだけ表示されます。

（注）

[Override Template]チェックボックス

テンプレートの CPUの数。

このフィールドは、[Override Template]チェッ
クボックスをオンにした場合にだけ表示されま

す。

[Define the number of CPUs]フィールド

テンプレートのメモリサイズ。

このフィールドは、[Override Template]チェッ
クボックスをオンにした場合にだけ表示されま

す。

[Define the size of the Memory]フィールド

仮想データセンターの仮想マシンのサイズ変更

を許可するには、このチェックボックスをオン

にします。

このフィールドは、[VMware]以外の
クラウドタイプを選択し、かつ

[Advanced]チェックボックスをオン
にした場合にだけ表示されます。

（注）

[Allow Resizing of VM]チェックボックス

仮想マシンの CPUの数。

このフィールドは、[Allow Resizing of VM]
チェックボックスをオンにした場合にだけ表示

されます。

[Define the number of CPUs]フィールド

仮想マシンのメモリサイズ。

このフィールドは、[Allow Resizing of VM]
チェックボックスをオンにした場合にだけ表示

されます。

[Define the size of the Memory]フィールド

ステップ 9 [Add]をクリックして、パブリック Intercloud Fabric仮想データセンターを追加します。

ステップ 10 タスクの状態を表示するには、[Intercloud] > [Compute]を選択します。

ステップ 11 クラウドを選択し、[vDC]タブをクリックします。
vDCレポートが表示されます。レポートの詳細については、『Cisco IntercloudFabricUserGuide』
を参照してください。
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Intercloud Fabric Cloudへの仮想マシンの移行
仮想マシンを Intercloud Fabric Cloudに移行するには、次の手順を使用します。

アプリケーションカテゴリポリシーは、仮想データセンターポリシーを上書きします。アプ

リケーションカテゴリの管理を参照してください。

（注）

はじめる前に

• Intercloud Fabricで仮想データセンターを作成しておきます。

•プライベートクラウドで仮想データセンターを作成しておきます。管理ユーザの場合これ
は任意です。

手順

ステップ 1 Intercloud Fabricにログインします。

ステップ 2 [Intercloud] > [Compute]を選択します。

ステップ 3 仮想データセンターを選択します。

ステップ 4 [Migrate VM to Cloud VM]タブをクリックします。

ステップ 5 リストから仮想マシンを選択し、[Migrate VM to Cloud]ボタンをクリックします。

ステップ 6 ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

仮想マシンの名前。[Target VM Name]フィールド

仮想マシンの移行先として、プロバイダークラ

ウド内の仮想データセンターを選択します。

[Select VDC]ドロップダウンリスト

OSのバージョンを選択します。[Select OS Version]ドロップダウンリスト

必要な場合は、コメントを入力します。[Comments]フィールド

プライベートクラウドの仮想データセンターで

ソース仮想マシンを削除するには、このチェッ

クボックスをオンにします。

[Remove Source VM]チェックボックス

ステップ 7 [Proceed]をクリックします。
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