仮想リソース
• 仮想リソース（Virtual Resources）, 1 ページ
• VDC, 2 ページ
• アプリケーション コンテナ, 2 ページ
• VM, 9 ページ
• VM アクション リクエスト, 11 ページ
• イメージ, 11 ページ
• リソース プール, 13 ページ

仮想リソース（Virtual Resources）
[仮想リソース（Virtual Resources）] メニュー オプションは、仮想リソースとカスタマイズ可能な
レポートのサマリーを表示します。サマリー ページには、すべての VDC と VM の概要、新しい
VM と削除された VM のレポート、およびネットワーク使用率、CPU 使用率、メモリ使用率、ディ
スク使用率の傾向分析レポートが表示されます。
次の仮想リソースの表示または管理ができます。
• VDC
• アプリケーション コンテナ
• VM
• VM アクション リクエスト
• イメージ
• ポート グループ
• DV ポート グループ
• リソース プール
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仮想リソース
VDC

• データ ストア
• データストア クラスタ

VDC
VM のプロビジョニング時に、VM と仮想データ センター（VDC）を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、VM をプロビジョニングする VDC を選択できます。VM
をプロビジョニングするときに、グループに使用できる VDC のリストを表示して、必要な VDC
を選択できます。
使用可能な VDC とその詳細を表示するには、[仮想リソース（Virtual Resources）] の下で [vDC]
を選択します。
VDC レポートには、使用可能なすべての VDC に加えて、次の情報が表示されます。
• クラウド
• vDC
• タイプ
• ロック状態
• VM の総数
• アクティブな VM
• カスタム カテゴリ
• ステータス
• タグ
VDC に関する追加の詳細を表示するには、その VDC がある行をクリックし、[詳細の表示（View
Details）] をクリックします。

アプリケーション コンテナ
アプリケーション コンテナは、エンドユーザに対するアプリケーションのプロビジョニングにテ
ンプレートを利用するアプローチです。各アプリケーション コンテナは、VMware 仮想マシン
（VM）やベアメタル サーバ（BM）と、管理者によって指定されたルールに基づく内部プライ
ベート ネットワークの集合です。アプリケーション コンテナには 1 つ以上の VM または BM を含
めることができ、外部クラウドまたはパブリッククラウドにはフェンシングゲートウェイ（たと
えば、仮想セキュア ゲートウェイ）で保護することができます。
管理者は、適切なポリシー、ワークフロー、テンプレートを使用して、1 つ以上のアプリケーショ
ン コンテナ テンプレートを作成できます。アプリケーション コンテナ テンプレートによって、
エンドユーザに対してアプリケーションをどのようにプロビジョニングするかが決定します。
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仮想リソース
アプリケーション コンテナ レポートの表示

使用可能なすべてのアプリケーション コンテナとすべての関連する VM、ベア メタル サーバ、
ネットワーク レイヤ マッピング、L4-L7 サービス、およびコントラクトを表示できます。アプリ
ケーションコンテナに関する追加の詳細を表示するには、そのアプリケーションコンテナがある
行をクリックし、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

アプリケーション コンテナ レポートの表示
各コンテナについての概要レポート、クレデンシャルによる詳細レポート、およびクレデンシャ
ルなしでの詳細レポートを生成できます。クレデンシャルを使用してレポートを生成する場合、
パスワードはプレーンテキストで表示されます。レポートヘッダーには、コンテナの作成に使用
されたサービス リクエスト ID が表示されます。

（注）

クレデンシャルなしでレポートを生成すると、レポートにパスワードが表示されなくなりま
す。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

レポートを表示するアプリケーション コンテナを含む行をクリックします。

ステップ 4

[レポートの表示（View Reports）] をクリックします。

ステップ 5

[コンテナレポートの表示（View Container Reports）] 画面で、[レポート タイプの選択（Select Report Type）]
ドロップダウンリストから生成するレポートのタイプを選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
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仮想リソース
アプリケーション コンテナの電源管理

アプリケーション コンテナの電源管理
アプリケーション コンテナの電源を有効または無効にすることができます。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

電源をオンまたはオフにするアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[コンテナの電源をオンにする（Power On Container）] または [コンテナの電源をオフにする（Power Off
Container）] をクリックします。

ステップ 5

[コンテナの電源をオンにする（Power On Container）] または [コンテナの電源をオフにする（Power Off
Container）] 画面で、電源をオンまたはオフにするプロビジョニングされた VM を選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

アプリケーション コンテナの廃止
不要になったアプリケーションコンテナを廃止できます。アプリケーションコンテナを廃止する
と、プロビジョニング済み VM の電源はオフになりますが、VM は削除されません。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

廃止するアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[コンテナの廃止（Decommission Container）] をクリックします。

ステップ 5

[コンテナの廃止（Decommission Container）] 画面で、電源をオフにするプロビジョニング済み VM を選択
します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
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仮想リソース
アプリケーション コンテナの複製

アプリケーション コンテナの複製
既存のアプリケーションコンテナを複製できます。アプリケーションコンテナを複製すると、す
べての設定と設定データが元のアプリケーション コンテナに含まれている VM とともに保持され
ます。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

複製するアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[コンテナの複製（Clone Container）] をクリックします。

ステップ 5

[コンテナの複製（Clone Container）] 画面で、新しいコンテナ名と新しいコンテナ ラベルを指定します。
コンテナ ラベルは一意である必要があります。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
アプリケーション コンテナ テーブルに複製されたコンテナが表示されます。

アプリケーション コンテナへの VM の追加
自分またはグループが利用できる導入済みのアプリケーション コンテナのいずれかに VM を排他
的に追加できます。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

1 つ以上の VM を追加するアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [VM の追加（Add VMs）] を選択しま
す。

ステップ 5

[VM の管理（Manage VMs）] 画面で行を選択し、鉛筆アイコンをクリックします。

ステップ 6

[仮想マシン エントリの編集（Edit Virtual Machines Entry）] 画面で、プロビジョニングする追加 VM イン
スタンスの数を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
（注）
管理者は、プロビジョニング可能な VM インスタンスの最大数を定義します。インスタンスの
許可される最大数を超える値を入力すると、エラー メッセージが表示されます。

ステップ 7

[VM の管理（Manage VMs）] 画面で、[送信（Submit）] をクリックします。
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仮想リソース
導入済み APIC アプリケーション コンテナへのベア メタル サーバの追加

導入済み APIC アプリケーション コンテナへのベア メタル サーバの追
加
ベアメタル サーバは、APIC コンテナでのみサポートされます。導入済み APIC アプリケーション
コンテナにベア メタル サーバを追加できます。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

1 つ以上のベア メタル サーバを追加するアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [BM の追加（Add BMs）] を選択しま
す。

ステップ 5

[BM の追加（Add BMs）] 画面で、[追加（Add）] をクリックして新しいベア メタル サーバを追加します。

ステップ 6

[ベア メタル アプリケーション コンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to Bare Metal Application
Components）] 画面で、必須フィールドに値を入力します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
新しく追加されたベア メタル サーバが [ベア メタル アプリケーション コンポーネント（Bare Metal
Application Components）] リストに追加されます。

ステップ 8

[BM の追加（Add BMs）] 画面で、ベア メタル サーバをさらに追加するか、[送信（Submit）] をクリック
します。

アプリケーション コンテナの削除
不要になったアプリケーションコンテナを削除できます。アプリケーションコンテナを削除する
と、そのアプリケーション コンテナにプロビジョニングされたリソースも削除されます。[コンテ
ナの削除（Delete Container）] アクションを開始すると、アプリケーション コンテナ設定はロール
バックされ、サービス リクエストが作成されます。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

削除するアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから、[コンテナの削除（Delete Container）]
を選択します。

ステップ 5

[コンテナの削除（Delete Container）] 画面で、[送信（Submit）] をクリックします。
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仮想リソース
VM コンソールへのアクセス

（注）

L4-L7 サービスが関連付けられているアプリケーション コンテナを削除すると、L4-L7 サービ
スも削除されます。

VM コンソールへのアクセス
アプリケーション コンテナに関連付けられた VM の VM コンソールを表示できます。

はじめる前に
アクセスする VM 上で VNC を設定する必要があります。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

VM コンソールを表示するアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [コンソールを開く（Open Console）] を
選択します。

ステップ 5

[VM コンソールにアクセス（Access VM Console）] 画面で、[VM の選択（Select VM）] ドロップダウンリ
ストから VM を選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
選択した VM のコンソールが新しいブラウザ ウィンドウで開きます。
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仮想リソース
リソース制限の編集

リソース制限の編集
アプリケーション コンテナのリソース制限を編集できます。コンテナに対して、vCPU の数、メ
モリ量、最大ストレージ制限、およびハーフ幅とフル幅のサーバの最大数を指定できます。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

リソース制限を編集するアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから、[リソース制限の編集（Edit Resource
Limits）] を選択します。

ステップ 5

[コンテナの制限（Container Limits）] 画面で、[リソース制限の設定（Configure Resource Limit）] をオンに
します。

ステップ 6

必須フィールドに値を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。

コスト モデルの編集
コスト モデルを使用して、仮想リソースの CPU、RAM、ストレージなどのユニット レベルのコ
ストを定義します。これらのコストは、仮想インフラストラクチャ内の VM のチャージバック計
算に使用されます。管理者は、コスト モデルをアプリケーション コンテナ テンプレートにマッ
ピングできます。アプリケーション コンテナのコスト モデルを編集できます。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

コスト モデルを編集するアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから、[コスト モデルの編集（Edit Cost
Model）] を選択します。

ステップ 5

[コンテナのコスト モデル（Container Cost Model）] 画面で、[コスト モデル（Cost Model）] ドロップダウ
ンリストからコスト モデルを選択します。
ドロップダウンリストに、アプリケーション コンテナにマッピングされている使用可能なコスト モデル
が表示されます。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
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仮想リソース
アプリケーション コンテナ コントラクトの追加

アプリケーション コンテナ コントラクトの追加
コントラクトは、エンドポイント グループ間（EPG 間）通信を有効にするポリシーです。このポ
リシーは、アプリケーション層間の通信を指定するルールです。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を
クリックします。

ステップ 3

コントラクトを追加するアプリケーション コンテナをクリックします。

ステップ 4

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

アプリケーション コンテナの詳細ページで、[コントラクト（Contracts）] をクリックします。

ステップ 6

[コントラクトの追加（Add Contract）] をクリックします。

ステップ 7

[コントラクトの追加（Add Contract）] 画面で、次の必須フィールドに値を入力します。
a) コントラクト ルールを適用するソース ネットワークと宛先ネットワークを選択します。
コントラクトが同じコンテナの階層の間にある場合は、同じコンテナに属する階層を選択できますが、
そうでない場合は、異なるコンテナから階層を選択できます。
b) [ルールの作成（Create rule）] をオンし、フィルタ ルールを作成します。
[ルールの作成（Create rule）] がオンでない場合は、空のコントラクトが作成されるだけです。
c) 通信に使用するプロトコルを選択します。
[TCP] または [UDP] を選択すると、送信元ポートと宛先ポートの開始範囲と終了範囲の追加フィール
ドが表示されます。
d) [双方向に適用（Apply Both Directions）] をオンにして、送信元から宛先へのトラフィックと宛先から
送信元へのトラフィックにコントラクトを適用します。
e) [アクション（Action）] ドロップダウンリストから、コントラクトに一致するトラフィックに対して実
行するアクションを選択します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

VM
ユーザは、管理者によって許可された、プロビジョニング後のライフサイクル管理アクションを
実行できます。ユーザグループの下でサービスリクエストを使用して、プロビジョニングされた
VM の全リストを表示できます。VM レポートを表示するには、[仮想リソース（Virtual Resources）]
の下で [VM] を選択します。
VM レポートには、使用可能なすべての VM に加えて、次の情報が表示されます。
• クラウド
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仮想リソース
VM でのインベントリ収集のリクエスト

• 要求 ID
• VM-ID
• VM ラベル
• VM 名
• ホスト名
• IP アドレス
• 電源状態
• VDC
• カテゴリ
• プロビジョニング時間
• 予定終了時刻
• ゲスト OS のタイプ
• 割り当てられているユーザ
• vCenter VM ID
• vCenter IP
• アクセスできるユーザ
VM に関する追加の詳細を表示するには、その VM がある行をクリックし、[詳細の表示（View
Details）] をクリックします。

VM でのインベントリ収集のリクエスト
VM のオンデマンド インベントリ収集をリクエストできます。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[VM] をクリックします。

ステップ 3

インベントリを収集する VM を含む行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [VMのインベントリ収集のリクエスト
（Inventory Collection Request for VM）] を選択します。

ステップ 5

[VMインベントリ収集のリクエスト（Request VM Inventory Collection）] 画面で、[送信（Submit）] をク
リックします。
VM のレポートと VM の詳細ページは、インベントリ収集リクエストの更新情報で更新されます。
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仮想リソース
VM アクション リクエスト

VM アクション リクエスト
使用可能なすべての VM アクション リクエストとその詳細を表示するには、[仮想リソース（Virtual
Resources）] の下で [VM アクション リクエスト（VM Action Requests）] を選択します。
また、特定の VM に関連付けられた VM アクション リクエストを表示するには、その VM の詳細
ページで [VM アクション リクエスト（VM Action Requests）] を選択します。
VM アクション リクエスト レポートには、使用可能なすべての VM アクション リクエストに加
えて、次の情報が表示されます。
• VM ID
• アクション ID
• ユーザ名
• コメント
• 予定時刻
• ステータス

イメージ
イメージは、仮想マシン（VM）の作成とプロビジョニングに使用できるテンプレートです。イ
メージには通常、指定されたオペレーティングシステムと設定が含まれており、ハードウェアコ
ンポーネントに対する仮想的なカウンターパートを提供します。イメージでは、繰り返して展開
する VM の設定を保持するうえで、安全な方法を提供します。
使用可能な VM とその詳細を表示するには、[仮想リソース（Virtual Resources）] の下で [イメー
ジ（Images）] を選択します。イメージ レポートのイメージ ID は、ユーザまたはユーザのグルー
プに割り当てられています。イメージ ID を使用新しい VM をプロビジョニングできます。また、
不要なイメージ ID を選択して、削除することもできます。
イメージ レポートには、使用可能なすべてのイメージに加えて、次の情報が表示されます。
• ID
• クラウド
• イメージ ID
• 親ノード
• データセンター
• ゲスト OS
• インストールされている VMware ツール
• VMware ツールのバージョン
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• VM のバージョン
• プラットフォーム
• アーキテクチャ
• CPU の数
• メモリ（MB）
• プロビジョニング済みディスク（GB）
• イメージのロケーション
• CPU 予約（MHz）
• CPU の制限（MHz）
• CPU 共有
• メモリ予約（MHz）
• メモリ制限（MHz）
• メモリ共有
• コミットされていないストレージ（GB）
• グループ/ユーザ

イメージから VM への変換
ユーザまたはユーザのグループに割り当てられているイメージ ID を使用して、新しい VM をプロ
ビジョニングできます。イメージを VM に変換すると、サービス リクエストが作成されます。
関連付けられたサービス リクエストを確認するには、メニューから [サービス（Services）] を選
択し、[サービス リクエスト ID（Service Request ID）] を選択して、[詳細の表示（View Details）]
をクリックします。

ステップ 1

メニューから [仮想リソース（Virtual Resources）] を選択します。

ステップ 2

[仮想リソース（Virtual Resources）] ページで、[イメージ（Images）] をクリックします。

ステップ 3

VM に変換するイメージの行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから、[VM として変換（Convert as VM）]
を選択します。

ステップ 5

[イメージを VM として変換（Convert Image as VM）] 画面で、VM を割り当てるユーザ グループを選択す
るには、[VM の割り当て（Assign VM）] をオンにします。
オフにすると、VM はデフォルト グループとデフォルト VDC に割り当てられる

ステップ 6

VDC やカテゴリなどのフィールドに入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
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リソース プール
使用可能なクラウドと関連する設定情報を確認できます。リソースの詳細はホストノードレベル
です。リソース プール レポートを表示するには、[物理リソース（Physical Resources）] の下で [リ
ソース プール（Resource Pools）] を選択します。
リソース プール レポートには、使用可能なすべてのリソース プールに加えて、次の情報が表示
されます。
• ID
• クラウド
• データセンター名
• オーナー
• リソース プール名
•親
• ステータス
• CPU の設定済み予約（MHz）
• CPU の制限（MHz）
• CPU の使用済み予約（MHz）
• CPU の拡張可能予約
• メモリの設定済み予約
• メモリ制限（MHz）
• メモリの使用済み予約（MHz）
• メモリの拡張可能予約
• グループ/ユーザ
• タグ
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