
仮想データセンターの管理

この章は、次の内容で構成されています。

• 仮想データセンターの管理について, 1 ページ

• VDCアクション, 2 ページ

• 仮想データセンターサービスプロファイル, 11 ページ

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、運用の詳細、ルール、およびポリシーを組み合
わせて特定のグループ要件を管理する環境です。

グループまたは組織は、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。組織では、VDCレベルでクォータを割り振り、個々のグループの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することもできます。特定の VDCの承認者は、ユーザからの
VMプロビジョニングリクエストを承認する必要があります。

CiscoUCSDirectorにはデフォルトVDCがあり、検出されたVMはすべてこのデフォルトVDC
に属します。検出されたVMとは、CiscoUCSDirector以外で作成されたVMまたはCiscoUCS
Directorのインストール前に vCenterですでに作成されていたVMを指します。このようなVM
は、 Cisco UCS Directorによって自動的に検出され、デフォルト VDCに追加されます。

（注）

サービスリクエストを使用してプロビジョニングされる VMは、VDCに関連付けることができ
ます。サービスリクエストを作成するときに、その VMがどの VDCに基づいてプロビジョニン
グされるかを選択できます。特定のグループで利用可能な VDCのリストを確認し、VMをプロ
ビジョニングするときに要求される VDCを選択できます。
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VDC アクション

仮想データセンターの追加

手順

ステップ 1 メニューバーで [ポリシー] > [仮想データセンター]を選択します。

ステップ 2 [VDC]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [VDCの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

VDCの名前。

一度入力した名前の変更はできません。

[vDC名]フィールド

チェックボックスをオンにすると、以後の導入

に、その VDCを使用できなくなります。この
VDC内の既存の VMに対するアクションは無
効化されます。チェックボックスをオフにする

と、以後の導入に、その VDCを使用できるよ
うになります。

[ロック済みのvDC]チェックボックス

VDC固有の説明。[vDCの説明]フィールド

VDCの設定の対象となるグループを選択しま
す。

[グループ]ドロップダウンリスト

VDCの設定の対象となるクラウドを選択しま
す。

[クラウド名]ドロップダウンリスト

承認者および連絡先

サービスリクエストを承認する必要があるユー

ザ。

[第1承認者のユーザ名]フィールド

サービスリクエストを承認する 2番目のユー
ザ。

[第2承認者のユーザ名]フィールド

連絡先またはユーザの電子メールアドレス。

その VDCを使用した VMプロビジョニングに
関する通知を受ける個人。

[プロバイダーのサポート用電子メールアドレ
ス]フィールド
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説明名前

この VDCに関する通知のコピーを送信する別
の電子メール。

[電子メールアドレスへの通知をコピー]フィー
ルド

ポリシー

VDCに適用できるシステムポリシーを選択し
ます。

[システムポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるコンピューティングポリシー
を選択します。

[コンピューティングポリシー]ドロップダウン
リスト

VDCに適用できるネットワークポリシーを選
択します。

[ネットワークポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるストレージポリシーを選択
します。

[ストレージポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるコストモデルを選択します。[コストモデル]ドロップダウンリスト

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のサービスリクエストサマリーと電子メール

ページにコストが表示されなくなります。

[サービスリクエストサマリーと電子メールペー
ジへのコストの表示を無効化]チェックボック
ス

VMのプロビジョニング後、オーケストレーショ
ンワークフローの実行に使用されるポリシーを

選択します。選択したワークフローは、VDC
内のVM用のアクションボタンとして表示され
ます。

[ユーザアクションポリシー]ドロップダウンリ
スト

End User Self-Serviceポリシー

チェックボックスをオンにすると、その VDC
に属しているVMに対するすべてのVM電力管
理アクションが有効になります。

[VMの電力管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対するVMサイズ変更アクションが有
効になります。

[VMのサイズ変更]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
の VMに対するすべてのストレージスナップ
ショットアクションが有効になります。

[VMスナップショット管理]チェックボックス
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説明名前

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対するVM削除アクションが有効にな
ります。

[VMの削除]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対するVMディスク管理アクションが
有効になります。

[VMディスク管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
に属しているVMに対するネットワーク管理が
有効になります。

[VMネットワーク管理]チェックボックス

非アクティブなVMを削除する前に待機する日
数を選択します。非アクティブな状態のVMと
は、電源オンの状態でないということです。

ここでの選択内容を想定どおりに機能

させるために、[管理] > [システム]の
[詳細な制御]タブで [非アクティブな
VMをVDCポリシーに基づいて削除]
チェックボックスがオンになっている

ことを確認してください。詳細につ

いては、「詳細な制御の有効化」を参

照してください。

（注）

[非アクティブなVMを削除するまでの期間]ド
ロップダウンリスト

ステップ 5 [追加]をクリックします。

仮想データセンターの表示

手順

ステップ 1 メニューバーで [ポリシー] > [仮想データセンター]を選択します。

ステップ 2 [すべてのユーザグループ]ペインで、表示する VDCを含む VDCグループを選択します。

ステップ 3 [VDC]タブを選択します。

ステップ 4 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 5 [表示]をクリックして、[VDCの詳細]ページを開きます。
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仮想データセンターの編集

手順

ステップ 1 メニューバーで [ポリシー] > [仮想データセンター]を選択します。

ステップ 2 [すべてのユーザグループ]ペインで、編集する VDCグループを選択します。

ステップ 3 [VDC]タブを選択します。

ステップ 4 [編集]をクリックします。

ステップ 5 [vDCの編集]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

VDCの名前。

一度入力した名前の変更はできません。

[vDC名]フィールド

チェックボックスをオンにすると、以後の導入

に、その VDCを使用できなくなります。この
VDC内の既存の VMに対するアクションは無
効化されます。チェックボックスをオフにする

と、以後の導入に、その VDCを使用できるよ
うになります。

[ロック済みのvDC]チェックボックス

VDC固有の説明。[vDCの説明]フィールド

VDCの設定の対象となるグループを選択しま
す。

[グループ]ドロップダウンリスト

VDCの設定の対象となるクラウドを選択しま
す。

[クラウド名]ドロップダウンリスト

承認者および連絡先

サービスリクエストを承認する必要があるユー

ザ。

[第1承認者のユーザ名]フィールド

サービスリクエストを承認する 2番目のユー
ザ。

[第2承認者のユーザ名]フィールド

連絡先またはユーザの電子メールアドレス。

その VDCを使用した VMプロビジョニングに
関する通知を受ける個人。

[プロバイダーのサポート用電子メールアドレ
ス]フィールド
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説明名前

この VDCに関する通知のコピーを送信する別
の電子メール。

[電子メールアドレスへの通知をコピー]フィー
ルド

ポリシー

VDCに適用できるシステムポリシーを選択し
ます。

[システムポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるコンピューティングポリシー
を選択します。

[コンピューティングポリシー]ドロップダウン
リスト

VDCに適用できるネットワークポリシーを選
択します。

[ネットワークポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるストレージポリシーを選択
します。

[ストレージポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるコストモデルを選択します。[コストモデル]ドロップダウンリスト

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のサービスリクエストサマリーと電子メール

ページにコストが表示されなくなります。

[サービスリクエストサマリーと電子メールペー
ジへのコストの表示を無効化]チェックボック
ス

VMのプロビジョニング後、オーケストレーショ
ンワークフローの実行に使用されるポリシーを

選択します。選択したワークフローは、VDC
内のVM用のアクションボタンとして表示され
ます。

[ユーザアクションポリシー]ドロップダウンリ
スト

End User Self-Serviceポリシー

チェックボックスをオンにすると、その VDC
に属しているVMに対するすべてのVM電力管
理アクションが有効になります。

[VMの電力管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対するVMサイズ変更アクションが有
効になります。

[VMのサイズ変更]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
の VMに対するすべてのストレージスナップ
ショットアクションが有効になります。

[VMスナップショット管理]チェックボックス
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説明名前

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対するVM削除アクションが有効にな
ります。

[VMの削除]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対するVMディスク管理アクションが
有効になります。

[VMディスク管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
に属しているVMに対するネットワーク管理が
有効になります。

[VMネットワーク管理]チェックボックス

非アクティブなVMを削除する前に待機する日
数を選択します。非アクティブな状態のVMと
は、電源オンの状態でないということです。

ここでの選択内容を想定どおりに機能

させるために、[管理] > [システム]の
[詳細な制御]タブで [非アクティブな
VMをVDCポリシーに基づいて削除]
チェックボックスがオンになっている

ことを確認してください。詳細につ

いては、「詳細な制御の有効化」を参

照してください。

（注）

[非アクティブなVMを削除するまでの期間]ド
ロップダウンリスト

ステップ 6 [保存]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 メニューバーで [ポリシー] > [仮想データセンター]を選択します。

ステップ 2 [すべてのユーザグループ]ペインで、削除する VDCグループを選択します。

ステップ 3 [VDC]タブを選択します。

ステップ 4 メイン表示ペインで、削除する VDCを選択します。

ステップ 5 [削除]をクリックします。
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仮想データセンターのクローニング

手順

ステップ 1 メニューバーで [ポリシー] > [仮想データセンター]を選択します。

ステップ 2 [すべてのユーザグループ]ペインで、クローニングする必要があるVDCグループを選択します。

ステップ 3 [VDC]タブを選択します。

ステップ 4 メイン表示ペインで、クローニングする VDCを選択します。

ステップ 5 [クローン]をクリックします。

ステップ 6 [vDCの複製]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

VDCの名前。

一度入力した名前の変更はできません。

[vDC名]フィールド

チェックボックスをオンにすると、以後の導入

に、その VDCを使用できなくなります。この
VDC内の既存の VMに対するアクションは無
効化されます。チェックボックスをオフにする

と、以後の導入に、その VDCを使用できるよ
うになります。

[ロック済みのvDC]チェックボックス

VDC固有の説明。[vDCの説明]フィールド

VDCの設定の対象となるグループを選択しま
す。

[グループ]ドロップダウンリスト

VDCの設定の対象となるクラウドを選択しま
す。

[クラウド名]ドロップダウンリスト

承認者および連絡先

サービスリクエストを承認する必要があるユー

ザ。

[第1承認者のユーザ名]フィールド

サービスリクエストを承認する 2番目のユー
ザ。

[第2承認者のユーザ名]フィールド

連絡先またはユーザの電子メールアドレス。

その VDCを使用した VMプロビジョニングに
関する通知を受ける個人。

[プロバイダーのサポート用電子メールアドレ
ス]フィールド
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説明名前

この VDCに関する通知のコピーを送信する別
の電子メール。

[電子メールアドレスへの通知をコピー]フィー
ルド

ポリシー

VDCに適用できるシステムポリシーを選択し
ます。

[システムポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるコンピューティングポリシー
を選択します。

[コンピューティングポリシー]ドロップダウン
リスト

VDCに適用できるネットワークポリシーを選
択します。

[ネットワークポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるストレージポリシーを選択
します。

[ストレージポリシー]ドロップダウンリスト

VDCに適用できるコストモデルを選択します。[コストモデル]ドロップダウンリスト

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のサービスリクエストサマリーと電子メール

ページにコストが表示されなくなります。

[サービスリクエストサマリーと電子メールペー
ジへのコストの表示を無効化]チェックボック
ス

VMのプロビジョニング後、オーケストレーショ
ンワークフローの実行に使用されるポリシーを

選択します。選択したワークフローは、VDC
内のVM用のアクションボタンとして表示され
ます。

[ユーザアクションポリシー]ドロップダウンリ
スト

End User Self-Serviceポリシー

チェックボックスをオンにすると、その VDC
に属しているVMに対するすべてのVM電力管
理アクションが有効になります。

[VMの電力管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対するVMサイズ変更アクションが有
効になります。

[VMのサイズ変更]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
の VMに対するすべてのストレージスナップ
ショットアクションが有効になります。

[VMスナップショット管理]チェックボックス
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説明名前

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対するVM削除アクションが有効にな
ります。

[VMの削除]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対するVMディスク管理アクションが
有効になります。

[VMディスク管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
に属しているVMに対するネットワーク管理が
有効になります。

[VMネットワーク管理]チェックボックス

非アクティブなVMを削除する前に待機する日
数を選択します。非アクティブな状態のVMと
は、電源オンの状態でないということです。

ここでの選択内容を想定どおりに機能

させるために、[管理] > [システム]の
[詳細な制御]タブで [非アクティブな
VMをVDCポリシーに基づいて削除]
チェックボックスがオンになっている

ことを確認してください。詳細につ

いては、「詳細な制御の有効化」を参

照してください。

（注）

[非アクティブなVMを削除するまでの期間]ド
ロップダウンリスト

ステップ 7 [保存]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

手順

ステップ 1 メニューバーで [ポリシー] > [仮想データセンター]を選択します。

ステップ 2 [すべてのユーザグループ]ペインで、VDCを含む VDCグループを選択します。

ステップ 3 [VDC]タブを選択します。

ステップ 4 メイン表示ペインで、編集する VDCを選択します。

ステップ 5 [カテゴリの管理]をクリックします。

ステップ 6 [アプリケーションカテゴリの編集]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任意で変更する場合に適
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用するいずれかのフィールドを編集します。コストモデルとスマート割り当てポリシーを変更す

ることもできます。

ステップ 7 [保存]をクリックします。

仮想データセンターサービスプロファイル
この機能は VDCの追加に似ていますが、[vDCサービスプロファイル]で作成された VDCがオー
ケストレーションワークフローで使用されます。この機能により、ワークフロータスクで VDC
を作成するときに使用できる、ゴールド、シルバー、ブロンズの各 VDCを作成できます。

仮想データセンターサービスプロファイルの追加

手順

ステップ 1 メニューバーで [ポリシー] > [仮想データセンター]を選択します。

ステップ 2 [vDCサービスプロファイル]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [vDCサービスプロファイルの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

VDCプロファイルの名前。

一度入力した名前の変更はできません。

[vDCプロファイル名]フィールド

チェックボックスをオンにすると、以後の導入

に、その VDCを使用できなくなります。この
VDC内の既存の VMに対するアクションは無
効化されます。チェックボックスをオフにする

と、以後の導入に、その VDCを使用できるよ
うになります。

[ロック済みのvDC]チェックボックス

VDC固有の説明。[vDCの説明]フィールド

VDCの設定の対象となるグループを選択しま
す。

[グループ]ドロップダウンリスト

VDCの設定の対象となるクラウドを選択しま
す。

[クラウド名]ドロップダウンリスト

承認者および連絡先
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説明名前

サービスリクエストを承認する必要があるユー

ザ。

[第1承認者のユーザ名]フィールド

サービスリクエストを承認する必要がある2番
目のユーザ。

[第2承認者のユーザ名]フィールド

連絡先またはユーザの電子メールアドレス。

その VDCを使用した VMプロビジョニングに
関する通知を受ける個人。

[プロバイダーのサポート用電子メールアドレ
ス]フィールド

この VDCに関する通知のコピーを送信する別
の電子メール。

[電子メールアドレスへの通知をコピー]フィー
ルド

ポリシー

VDCサービスプロファイルに適用できるシス
テムポリシーを選択します。

[システムポリシー]ドロップダウンリスト

VDCサービスプロファイルに適用できるコン
ピューティングポリシーを選択します。

[コンピューティングポリシー]ドロップダウン
リスト

VDCサービスプロファイルに適用できるネッ
トワークポリシーを選択します。

[ネットワークポリシー]ドロップダウンリスト

VDCサービスプロファイルに適用できるスト
レージポリシーを選択します。

[ストレージポリシー]ドロップダウンリスト

VDCサービスプロファイルに適用できるコス
トモデルを選択します。

[コストモデル]ドロップダウンリスト

チェックボックスをオンにすると、その VDC
サービスプロファイルのサービスリクエスト

サマリーと電子メールページにコストが表示さ

れなくなります。

[サービスリクエストサマリーと電子メールペー
ジへのコストの表示を無効化]チェックボック
ス

VMのプロビジョニング後、オーケストレーショ
ンワークフローの実行に使用されるポリシーを

選択します。選択したワークフローは、VDC
内のVM用のアクションボタンとして表示され
ます。

[ユーザアクションポリシー]ドロップダウンリ
スト

End User Self-Serviceオプション
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説明名前

チェックボックスをオンにすると、その VDC
に属しているVMに対して、すべてのVM電力
管理アクションが有効になります。

[VMの電力管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
に属しているVMに対して、VMサイズ変更ア
クションが有効になります。

[VMのサイズ変更]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対して、すべてのストレージスナップ
ショットアクションが有効になります。

[VMスナップショット管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対して、VM削除アクションが有効に
なります。

[VMの削除]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
のVMに対して、VMディスク管理アクション
が有効になります。

[VMディスク管理]チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、その VDC
に属しているVMに対して、ネットワーク管理
が有効になります。

[VMネットワーク管理]チェックボックス

非アクティブなVMを削除する前に待機する日
数を選択します。非アクティブな状態のVMと
は、電源オンの状態でないということです。

[非アクティブなVMを削除するまでの期間]ド
ロップダウンリスト

ステップ 5 [追加]をクリックします。
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