
仮想データセンターの管理

この章は、次の項で構成されています。

• 仮想データセンター, 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, 8 ページ

仮想データセンター
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論理グループです。

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。特定の VDCに割り当てられた承認者は、ユーザか
らの VMプロビジョニングサービス要求をすべて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は、Cisco UCS Directorの外部で作成されたVMか、または Cisco
UCS Directorがインストールされる前に VMware vCenterですでに作成されていた VMです。
Cisco UCS Director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）

サービス要求を使用してプロビジョニングされた VMを特定の 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に、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。
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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 [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 Center）]を選択します。

ステップ 2 [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]ページで [VDC]をクリックします。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 4 [VDCの追加（VDCAdd）]画面で、ドロップダウンリストからアカウントタイプを選択します。

選択したアカウントタイプによって、[VDCの追加（AddVDC）]画面に表示されるクラウド名の
リストが決定されます。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 6 [VDCの追加（Add VDC）]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

VDCの名前。

次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _
`~ $% ^ {}! ' @

入力後、名前は編集できませ

ん。

（注）

[VDC名（VDC Name）]フィールド

今後の導入で VDC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。

今後の導入で VDC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。

[ロック済みの vDC（VDC Locked）]チェック
ボックス

VDCに固有の説明。[vDCの説明（VDC Description）]フィールド

[選択（Select）]をクリックして、VDCがセッ
トアップされるグループのチェックボックスを

オンにします。

[グループ（Group）]ドロップダウンリスト

VDCの設定対象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。

[クラウド名（CloudName）]ドロップダウンリ
スト

承認者と連絡先
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説明名前

第1レベルでサービスリクエストを承認する必
要があるユーザ。

[選択（Select）]をクリックして、該当するユー
ザのチェックボックスをオンにします。複数の

ユーザを選択できます。

[第 1レベル承認者（First Level Approver(s)）]
フィールド

第2レベルでサービスリクエストを承認する必
要があるユーザ。

[選択（Select）]をクリックして、該当するユー
ザのチェックボックスをオンにします。複数の

ユーザを選択できます。

[第 2レベル承認者（Second Level Approver(s)）]
フィールド

第 1レベルおよび第 2レベルの承認担当者とし
て選択されたすべてのユーザからの承認を必要

とする場合は、このチェックボックスをオンに

します。

[すべてのユーザからの承認が必要（Approval
Required from all users）]チェックボックス

サービスリクエストを承認するよう通知する電

子メールを承認担当者に送信する回数。

デフォルトでは、サービスリクエストが承認ま

たは拒否されるまで、24時間ごとに1回通知電
子メールを送信します。

[承認依頼通知の数（Number ofApprovalRequests
Reminders）]フィールド

承認担当者に通知電子メールを送信する時間間

隔。

デフォルトでは、24時間ごとに 1回通知電子
メールを送信します。

[通知間隔（時間）（Reminder Interval (Hours)）]
フィールド

連絡先またはユーザの電子メールアドレス。こ

の VDCを使用した VMのプロビジョニングに
関する通知を受信するユーザ。

[プロバイダーのサポート用電子メールアドレス
（Provider Support Email Address）]フィールド

この VDCに関する通知をコピーする 2番目の
連絡先の電子メールアドレス。

[電子メールアドレスへの通知をコピー（Copy
Notifications to Email Address）]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（System Policy）]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（Computing
Policy）]ドロップダウンリスト
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説明名前

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（Network Policy）]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（Storage Policy）]ドロッ
プダウンリスト

VDCに適用する ISOイメージのマッピングポ
リシーを選択します。

[ISOイメージマッピングポリシー（ISO Image
Mapping Policy）]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（Cost Model）]ドロップダウン
リスト

この VDCの以下のページで、コスト明細の表
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。

• [サービスリクエストの作成（CreateService
Request）]ウィザード

[導入設定（Deployment Configuration）]ペ
イン、[カスタム仕様（Custom
Specification）]ペイン、および [概要
（Summary）]ペインにはコスト情報は表
示されません。

•特定の VMアクションページ：[VMサイ
ズ変更（VM resize）]、[VMディスクのサ
イズ変更（ResizeVMdisk）]、および [VM
ディスクの作成（Create VM disk）]。

•電子メール通知

[コスト明細の表示を無効化（Disable displaying
cost details）]チェックボックス

VM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、VDC内の VMに対するアクションボタン
として表示されます。

[ユーザアクションポリシー（User Action
Policy）]ドロップダウンリスト

VDCの VM管理ポリシーを設定します。

このポリシーは、VDCで VMを管理する方法
を定義します。

[VM管理ポリシー（VMManagement Policy）]
ドロップダウンリスト
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説明名前

RCUを使用してVMを複製する場合は、チェッ
クボックスをオンにします。

このオプションは、一部の VDCタイプでのみ
使用できます。

[ストレージの効率性の有効化（Enable Storage
Efficiency）]チェックボックス

VDCのセルフサービスポリシーを選択します。
このポリシーによって、VDC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、作

成するVDCに対応するアカウントタ
イプに関連するポリシーが表示されま

す。

ユーザが VDCで実行できるタスク
は、ユーザがマッピングされたロール

と、VDCに割り当てられたエンド
ユーザのセルフサービスポリシーに

よって定義されます。最新リリースに

アップグレードしている場合、VM管
理タスクを実行する権限は、いずれか

の既存のエンドユーザのセルフサー

ビスポリシーに保持されます。ただ

し、ユーザが属するユーザロールに

定義されている権限が優先されます。

（注）

[エンドユーザセルフサービスポリシー（End
User Self-Service Policy）]

ステップ 7 [追加（Add）]をクリックします。
VMのユーザは、次のタスクを実行できなくなりまし
た。

（注）

• VMの移行

•スタックビューの使用

• VMの割り当て

次の作業

追加した VDCは、ユーザインターフェイスのオプションを選択して編集、複製、または削除で
きます。
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仮想データセンターの表示

手順

ステップ 1 [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 Center）]を選択します。

ステップ 2 [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]ページで VDCグループを選択します。

ステップ 3 [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]ページで [VDC]をクリックします。

ステップ 4 表示する VDCを含む行を選択します。
ステップ 5 [表示（View）]をクリックして、[VDCの詳細（VDC Details）]画面を開きます。

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 [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 Center）]を選択します。

ステップ 2 [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]ページで VDCグループを選択します。

ステップ 3 [仮想データセンター（Virtual Data Centers）]ページで [VDC]をクリックします。

ステップ 4 編集する VDCを含む行を選択します。
ステップ 5 [カテゴリの管理（Manage Categories）]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（EditAppCategory）]画面で、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の変更を適用するため

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 7 [保存（Save）]をクリックします。

複数の VDC へのアプリケーションカテゴリの割り当て
複数の VDCにアプリケーションカテゴリを割り当てることができます。
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手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [アプリケーションカテゴリ（ApplicationCategories）]
をクリックします。

ステップ 4 1つ以上の VDCに割り当てるアプリケーションカテゴリを含む行をクリックします。
ステップ 5 [アプリケーションカテゴリの割り当て（Assign App Category）]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割り当て（Assign Application Category）]画面で、[+]をクリックし

て、複数の VDCにポリシーをマッピングします。
[アプリケーションカテゴリ割り当て（Assign Application Category）]画面に、以前にVDCに割り
当てられたすべてのアプリケーションカテゴリのリストが表示されます。割り当てられたアプリ

ケーションカテゴリを選択し、VDCから編集、削除できます。

ステップ 7 [複数の VDCにポリシーをマッピングするエントリを追加（Add Entry to Map Policies to Multiple
VDCs）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシー

ドロップダウンリストからシステムポリシー

を選択します。

[システムポリシー（System Policy）]ドロップ
ダウンリスト

ドロップダウンリストから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（Computing
Policy）]ドロップダウンリスト

ドロップダウンリストからストレージポリシー

を選択します。

[ストレージポリシー（Storage Policy）]ドロッ
プダウンリスト

ドロップダウンリストからスマート割り当てポ

リシーを選択します。

[スマート割り当てポリシー（Smart Allocation
Policy）]ドロップダウンリスト

ドロップダウンリストからネットワークポリ

シーを選択します。

[ネットワークポリシー（Network Policy）]ド
ロップダウンリスト

ドロップダウンリストからコストモデルを選

択します。

クラウドのすべてのコストモデルは、このド

ロップダウンリストに表示されます。

[コストモデル（Cost Model）]ドロップダウン
リスト

VDC

Cisco UCS Director リリース 6.5 アドミニストレーションガイド
7

仮想データセンターの管理

複数の VDC へのアプリケーションカテゴリの割り当て



説明名前

[選択（Select）]をクリックし、ポリシーをマッ
ピングする VDCのチェックボックスをオンに
します。

選択したクラウドに含まれるVDCが
表示されます。

選択したVDCにすでにマッピングさ
れたポリシーがある場合、警告メッ

セージが表示されます。

（注）

[VDCの選択（Select VDCs）]フィールド

選択したVDCにマッピングされているポリシー
を上書きする場合に、このチェックボックスを

オンにします。

[マッピングされたVDCにポリシーを上書きす
る（Overwrite policies formappedVDCs）]チェッ
クボックス

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 9 [アプリケーションカテゴリの割り当て（Assign Application Category）]画面で、[送信（Submit）]

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
仮想データセンターサービスプロファイルは VDCに似ています。ただし、VDCサービスプロ
ファイルを作成する必要があるのは、ゴールド、シルバー、およびブロンズのVDCなどのワーク
フロータスクから VDCを作成する場合だけです。

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 [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 Center）]を選択します。

ステップ 2 [仮想データセンター（VirtualDataCenters）]ページで [VDCサービスプロファイル（VDCService
Profiles）]をクリックします。

ステップ 3 [追加（Add）]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（Add VDC Service Profile）]画面で、次のフィールドに値を

入力します。
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説明名前

VDCプロファイルの名前。

入力後、名前は編集できません。

[vDCプロファイル名（VDC Profile Name）]
フィールド

今後の導入で VDC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。

この VDC内の既存の VMに対するアクション
は無効になります。今後の導入で VDC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。

[ロック済みのvDC]チェックボックス

VDCに固有の説明。[vDCの説明（VDC Description）]フィールド

VDCの設定対象グループを選択します。[グループ（Group）]ドロップダウンリスト

VDCの設定対象クラウドを選択します。[クラウド名（CloudName）]ドロップダウンリ
スト

承認者と連絡先

第1レベルでサービスリクエストを承認する必
要があるユーザ。

[選択（Select）]をクリックして、該当するユー
ザのチェックボックスをオンにします。複数の

ユーザを選択できます。

[第 1承認者のユーザ名（First Approver User
Name）]フィールド

第2レベルでサービスリクエストを承認する必
要があるユーザ。

[選択（Select）]をクリックして、該当するユー
ザのチェックボックスをオンにします。複数の

ユーザを選択できます。

[第 2承認担当者のユーザ名（Second Approver
User Name）]フィールド

第 1レベルおよび第 2レベルの承認担当者とし
て選択されたすべてのユーザからの承認を必要

とする場合は、このチェックボックスをオンに

します。

[すべてのユーザからの承認が必要（Approval
Required from all users）]チェックボックス

サービスリクエストを承認するよう通知する電

子メールを承認担当者に送信する回数。

デフォルトでは、サービスリクエストが承認ま

たは拒否されるまで、24時間ごとに1回通知電
子メールを送信します。

[承認依頼通知の数（Number ofApprovalRequests
Reminders）]フィールド
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説明名前

承認担当者に通知電子メールを送信する時間間

隔。

デフォルトでは、24時間ごとに 1回通知電子
メールを送信します。

[通知間隔（時間）（Reminder Interval (Hours)）]
フィールド

連絡先またはユーザの電子メールアドレス。こ

の VDCを使用した VMのプロビジョニングに
関する通知を受信するユーザ。

[プロバイダーのサポート用電子メールアドレス
（Provider Support Email Address）]フィールド

この VDCに関する通知をコピーする 2番目の
連絡先の電子メール。

[電子メールアドレスへの通知をコピー（Copy
Notifications to Email Address）]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（System Policy）]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（Computing
Policy）]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（Network Policy）]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（Storage Policy）]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（Cost Model）]ドロップダウン
リスト

この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。

[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（Disabledisplaying
cost in the SR summary and email page）]チェッ
クボックス

VM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、VDC内の VMに対するアクションボタン
として表示されます。

[ユーザアクションポリシー（User Action
Policy）]ドロップダウンリスト

エンドユーザセルフサービスオプション
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説明名前

この VDCに属している VMに対してすべての
VM電源管理アクションを実行できるようにす
るには、このチェックボックスをオンにしま

す。

[VMの電力管理（VM Power Management）]
チェックボックス

この VDCに属している VMに対して VMサイ
ズ変更アクションを実行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。

[VMのサイズ変更（VMResize）]チェックボッ
クス

この 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を実行できるよう

にするには、このチェックボックスをオンにし

ます。

[VMスナップショット管理（VM Snapshot
Management）]チェックボックス

この VDCの VMに対して VM削除アクション
を実行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。

[VMの削除（VMDeletion）]チェックボックス

この VDCの VMに対して VMディスク管理を
実行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。

[VMディスク管理]チェックボックス

このVDCに属しているVMに対してネットワー
ク管理を実行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。

[VMネットワーク管理（VM Network
Management）]チェックボックス

非アクティブなVM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VMとは、電源がオンの状態では
ない VMです。

[非アクティブな VMを削除するまでの期間
（Delete after Inactive VM days）]ドロップダウ
ンリスト

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。
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