
ポリシーの管理

この章は、次の内容で構成されています。

• ポリシー, 1 ページ

• データコレクションポリシー, 5 ページ

• グループの共有ポリシーについて, 6 ページ

• ストレージポリシー, 7 ページ

• エンドユーザセルフサービスポリシーについて, 23 ページ

ポリシー
Cisco UCS Directorは、管理者が設定する事前定義済みポリシーを使用して、割り当てられたリ
ソースプールから仮想マシン（VM）がプロビジョニングされるセルフサービスポータルを提供
します。

ポリシーは、システムリソースの可用性に基づいて、新しいVMがインフラストラクチャ内でプ
ロビジョニングされる場所と方法を規定する規則のグループです。

Cisco UCS Directorでは、VMをプロビジョニングするために次のポリシーをセットアップする必
要があります。

•コンピューティング

•ストレージ

•ネットワーク

•システム

VMのプロビジョニングのポリシーをセットアップする前にクラウドアカウントが存在してい
る必要があります。

重要
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コンピューティングポリシー

コンピューティングポリシーは、グループまたはワークロードの要件を満たし、プロビジョニン

グ中に使用されるコンピューティングリソースを決定します。

管理者として、コンピューティングポリシーのさまざまな条件を組み合わせて高度なポリシーを

定義できます。

条件の組み合わせによっては、セルフサービスプロビジョニング中にホストマシンが存在し

ない状況が発生する可能性があるため、コンピューティングポリシーのすべてのフィールド

について十分に理解しておくことを推奨します。

（注）

コンピューティングポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 [VMwareコンピューティングポリシー]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 [コンピューティングポリシーの追加]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。

説明名称

ポリシーの名前。

この名前は、カタログの定義で使用

されます

（注）

[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

リソース割り当てを行う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

導入のスコープを選択します。

すべてのオプションを使用するか、選

択したオプションを含めるか、または

選択したオプションを除外するかを指

定して、導入のスコープを絞り込むこ

とができます。選択した内容に基づ

いて、必要なホストまたはクラスタを

選択できる新しいフィールドが表示さ

れます。

（注）

[ホストノードまたはクラスタスコープ]ドロッ
プダウンリスト

リソースプールを選択します。[リソースプール]ドロップダウンリスト
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説明名称

ESXのインストールタイプ（ESX、ESXi、ま
たは両方）を選択します。

[ESXタイプ]ドロップダウンリスト

ESXのバージョンを選択します。[ESXバージョン]ドロップダウンリスト

満たしている必要がある 1つ以上の条件の
チェックボックスをオンにします。これらの条

件を満たしていないホストは検討から除外され

ます。複数の条件を選択した場合は、選択した

条件すべてを満たしている必要があります。

[条件の最小値]チェックボックス

導入オプション

テンプレートのプロパティをオーバーライドす

るには、このチェックボックスをオンにしま

す。 CPUとメモリのカスタム設定を入力でき
るオプションも用意されています。

[テンプレートのオーバーライド]チェックボッ
クス

vCPUのカスタム数。 VMに対して指定する
vCPUの数は、選択されているホストノードま
たはクラスタのスコープの総コア数を超えては

いけません。

このオプションは、[テンプレートの
オーバーライド]チェックボックスを
オンにした場合に表示されます。

（注）

[vCPU数]フィールド

VMの CPU予約。予約は、指定した vCPUの
数によって異なります。

このオプションは、[テンプレートの
オーバーライド]チェックボックスを
オンにした場合に表示されます。

（注）

[CPU予約(MHz)]フィールド

VMに対する CPUの制限。 CPUの制限は、選
択されたホストノードまたはクラスタのスコー

プに基づいています。

[CPUの制限(MHz)]フィールド

CPU共有（[低]、[ノーマル]、または [高]）を
選択します。CPU共有により、VM間で競合が
発生した場合に、どの VMが CPUリソースを
取得するかが決定します。

このオプションは、[テンプレートの
オーバーライド]チェックボックスを
オンにした場合に表示されます。

（注）

[CPU共有]ドロップダウンリスト
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説明名称

VMのカスタムメモリ。

このオプションは、[テンプレートの
オーバーライド]チェックボックスを
オンにした場合に表示されます。

（注）

[メモリ]フィールド

VMのメモリ予約。予約は、指定したメモリに
よって異なります。

このオプションは、[テンプレートの
オーバーライド]チェックボックスを
オンにした場合に表示されます。

（注）

[メモリ予約(MB)]フィールド

VMに対するメモリの制限。メモリの制限は、
選択されたホストノードまたはクラスタのス

コープに基づいています。

このオプションは、[テンプレートの
オーバーライド]チェックボックスを
オンにした場合に表示されます。

（注）

[メモリ制限(MB)]フィールド

メモリ共有（[低]、[ノーマル]、または [高]）を
選択します。メモリ共有により、VM間で競合
が発生した場合に、どのVMがメモリリソース
を取得するかが決定します。

このオプションは、[テンプレートの
オーバーライド]チェックボックスを
オンにした場合に表示されます。

（注）

[メモリ共有]ドロップダウンリスト

サイズ変更オプション

プロビジョニング前のVMサイズの変更や、既
存のVMのサイズの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。

[VMのサイズ変更を許可]チェックボックス

VMのプロビジョニング中、または既存の VM
のサイズの変更中に使用する vCPUの範囲。 8
よりも大きい範囲は、VMのプロビジョニング
またはサイズ変更中に表示されます。選択した

クラウド（vCenter）が 5以上であり、かつVM
バージョン 8を使用している場合のみ。この
ボックスで指定された値だけが表示されます。

このオプションは、[VMのサイズ変
更を許可]チェックボックスをオンに
した場合に表示されます。

（注）

[vCPUの許容値]フィールド
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説明名称

VMのプロビジョニング中、または既存の VM
のサイズの変更中に使用するメモリの範囲。

例：512、768、1024、1536、2048、3072、4096
など。このボックスで指定された値だけが表示

されます。

このオプションは、[VMのサイズ変
更を許可]チェックボックスをオンに
した場合に表示されます。

（注）

[メモリの許容値（MB単位）]フィールド

ステップ 5 [追加]をクリックします。

データコレクションポリシー
データコレクションポリシーを作成して、各 VMwareアカウントについて vCenterから取得でき
るパラメータ量を制御することができます。データコレクションポリシーで指定される各パラ

メータは収集され、Cisco UCS Directorの特定のトレンドレポートで使用されます。

VMwareは、サポートされている唯一の仮想アカウントタイプです。VMwareアカウントが追
加されると、最初にデフォルトで default-data-collection-policyに関連付けられます。

（注）

仮想アカウントのデータコレクションポリシーの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [サービスの提供]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [データコレクションポリシー]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 [追加]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。

説明名称

データコレクションポリシーの名前。

この名前は、カタログの定義中に使

用されます。

（注）

[名前]フィールド
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説明名称

ポリシーの説明[説明]フィールド

VMware仮想アカウントが選択されます。[アカウントタイプ]ドロップダウンリスト

vCenterパラメータを含むデータ収集グループ
を選択します。たとえば、CPUなどです。デー
タ収集グループを編集するには、鉛筆アイコン

をクリックします。データ収集を有効または無

効にするには、[リソースエントリの編集]ダイ
アログボックスの [コレクションを有効にする]
チェックボックスをオンまたはオフにします。

[リソース]ウィンドウ

ステップ 5 [送信]をクリックします。

仮想アカウントのデータコレクションポリシーの関連付け

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [サービスの提供]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [データコレクションポリシーの関連付け]タブを選択します。

ステップ 3 仮想（VMware）アカウントを選択して [編集]をクリックします。

ステップ 4 [編集]ダイアログボックスで、[ポリシー]ドロップダウンリストから、「仮想アカウントのデー
タコレクションポリシーの設定」の項で設定したデータコレクションポリシーを選択します。

ステップ 5 [送信]をクリックします。VMwareアカウントにデータコレクションポリシーが関連付けられま
した。

グループの共有ポリシーについて
グループの共有ポリシーによって、ユーザはリソースと、他のユーザと共有するものを高度に制

御できるようになります。このポリシーでは、ユーザは現在自分だけに割り当てられているリ

ソースを表示し、またユーザが属するすべてのグループに割り当てられているリソースを表示で

きます。
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グループを作成する場合は、グループの共有ポリシーを定義して、どのグループが読み取り/書き
込み権限を持つかを決定できます。後にユーザがこのグループに追加されると、リソースに対す

るそのユーザのアクセス権は、グループに適用されるグループの共有ポリシーによって決定され

ます。

グループ共有ポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [サービスの提供]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [グループ共有ポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [ポリシーの追加]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。

説明名称

グループ共有ポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

このポリシーによって定義されたリソースに対

する読み取り/書き込み権限を持つグループ。
[グループの選択]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

次の作業

ユーザグループを編集してこのグループ共有ポリシーを指定できます。権限に基づいて、それら

のグループ内のユーザは、リソースに対する読み取り/書き込み権限を継承します。

ストレージポリシー
ストレージポリシーは、データストアの範囲、使用するストレージの種類、容量、遅延などの最

小条件といったリソースを定義します。

ストレージポリシーでは、複数ディスクの追加ディスクポリシーを設定し、サービスリクエス

トの作成中に使用するデータストアを選択することもできます。
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Cisco UCS Directorは、VMのプロビジョニングのためのサービスリクエストの作成中にデー
タストアを選択することをサポートしています。サービスリクエストの作成中にエンドユー

ザのデータストアの選択を有効または無効にするオプションがあります。リストされるデー

タストアは、サービスリクエストの作成中にVDCに関連付けられたストレージポリシーで指
定される範囲条件に依存します。

サービスリクエストの作成中にデータストアの選択機能を使用するには、VMのプロビジョニ
ングに使用されるテンプレートに [システム]ディスクタイプが割り当てられている必要があ
ります。これは、単一または複数のディスクを含むテンプレートに適用されます。

（注）

複数ディスク VM のストレージポリシー
Cisco UCS Directorは、複数データストア上の複数ディスクでのVMのプロビジョニングをサポー
トしています。

ディスクはシステム、データ、データベース、スワップ、ログという 5つのタイプに分類されま
す。最初にシステムディスクポリシーが設定され、他のディスクは必要に応じて設定できます。

各ディスクタイプに対して個別にディスクポリシーを設定することも、各ディスクに対してデ

フォルトのシステムディスクポリシーを選択することもできます。

複数のディスクを含むテンプレートに対するストレージポリシーの作成の詳細については、

「複数ディスクの VMプロビジョニング」の章を参照してください。
（注）

ストレージポリシーの追加と設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [ストレージ]の順に選択します。

ステップ 2 [VMwareストレージポリシー]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 [ストレージリソース割り当てポリシーの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドを入力し
ます。

説明名称

リソース割り当てが発生するクラウドを選択し

ます。

[ポリシー名]フィールド
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説明名称

導入のスコープを限定する場合は、すべての

データストア、選択したデータストアのみ、も

しくは、選択した以外のデータストアを導入す

るのかを選択します。

[ポリシーの説明]フィールド

リソース割り当てが発生す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

システムディスクスコープ

導入のスコープを限定する場合は、すべての

データストア、選択したデータストアのみ、も

しくは、選択した以外のデータストアを導入す

るのかを選択します。

[データストアのスコープ]ドロップダウンリス
ト

共有データストアのみを使用するには、この

チェックボックスをオンにします。

[共有データストアのみの使用]チェックボック
ス

ストレージオプション

ローカルストレージを使用するには、この

チェックボックスをオンにします。デフォルト

では、このフィールドはオンです。

[ローカルストレージの使用]チェックボックス

NFSストレージを使用するには、このチェック
ボックスをオンにします。デフォルトでは、こ

のフィールドはオンです。

[NFSの使用]チェックボックス

SANストレージを使用するには、このチェック
ボックスをオンにします。デフォルトでは、こ

のフィールドはオンです。

[SANの使用]チェックボックス

一致する必要がある 1つ以上の条件を選択して
チェックボックスをオンにします。

これらの基準に一致しないすべてのデータスト

アは、考慮事項から除外されます。複数の条件

を選択する場合、すべての条件が一致する必要

があります。

[条件の最小値]チェックボックス

テンプレートのプロパティをオーバーライドす

るには、このチェックボックスをオンにしま

す。シンプロビジョニングの使用やカスタム

ディスクサイズなど、カスタム設定を入力する

オプションが提供されます。

[テンプレートのオーバーライド]チェックボッ
クス
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説明名称

VMライフサイクルのサイズ変更オプション

[ディスクのサイズ変更を許可]チェックボック
スをオンにすると、プロビジョニングする前に

VMディスクサイズを選択するようエンドユー
ザに求めるオプションが提供されます。

[ディスクのサイズ変更を許可]チェックボック
ス

VMのプロビジョニング中に選択したディスク
サイズ値のカスタム範囲。たとえば、1、5、
10、50、100、500、1024、5120、10240などで
す。このオプションは、[ディスクのサイズ変
更を許可]がオンの場合に表示されます。

[ディスクの許容値(GB単位)]フィールド

エンドユーザにサービス要求の作成中にデータ

ストアを選択するよう求めるオプションを提供

するには、このチェックボックスをオンにしま

す。

[スコープからのデータストアの選択をユーザに
許可する]チェックボックス

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [追加のディスクポリシー]ペインで、設定するディスクタイプを選択します。

ステップ 7 ディスクタイプを編集するには、[編集]（鉛筆）をクリックします。
デフォルトでは、ディスクのディスクポリシーは、[システムディスクポリシー]と同じ
です。

（注）

ステップ 8 ディスクポリシーを設定するには、[ポリシー項目の編集]ダイアログボックスで、[システムディ
スクポリシーと同じ]チェックボックスをオフにします。

ステップ 9 [送信]をクリックします。

ステップ 10 [エントリの編集]ダイアログボックスで、追加のディスクポリシーを設定します。

ステップ 11 [送信]をクリックします。
追加ディスクポリシーを使用して作成されるストレージポリシーを使用するには、VM
のプロビジョニングに使用される VDCとポリシーを関連付ける必要があります。

設定された追加ディスクポリシーをポリシーで使用する場合は、複数ディスクテンプ

レートのカタログ作成中に、[単一データストアのすべてのディスクをプロビジョニン
グします]チェックボックスを必ずオフにしてください。カタログの作成方法の詳細に
ついては、カタログの管理を参照してください。

（注）
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仮想ストレージカタログ

ストレージポリシーをカスタマイズするために仮想ストレージカタログを使用できます。仮想

ストレージカタログを使用して、複数のストレージポリシーを選択し、カスタムストレージの

エントリ名を指定できます。

ストレージカタログは、カタログの作成中にそれを有効化することにより、カタログにマッピン

グします。カタログを使用してサービス要求を出すとき、[ストレージ階層]を選択することがで
きます。

仮想ストレージカタログの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [ストレージ]の順に選択します。

ステップ 2 [仮想ストレージのカタログ]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 [仮想ストレージのカタログ]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。

説明名称

カタログの名前。

この名前は、カタログカスタムアクションの

定義中に使用されます。

[カタログ名]フィールド

カタログの説明。[カタログの説明]フィールド

クラウドアカウントを選択します。[クラウド名]ドロップダウンリスト

エントリ数を選択します。指定できる範囲は 1
～ 10です。選択した内容に応じて、次のダイ
アログボックスにストレージエントリオプショ

ンが表示されます。

[エントリ数の選択]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [エントリの追加]ペインで、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

[ストレージエントリ #1]

ストレージエントリの名前。[ストレージエントリ名]フィールド
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説明名称

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

[ストレージエントリ #2]

2番目のポリシーのストレージエントリ名。[ストレージエントリ名]フィールド

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

ステップ 7 [送信]をクリックします。

次の作業

•カタログの作成中に仮想ストレージカタログをマッピングできます。

「カタログの管理」の項を参照してください。

•サービスリクエストの作成中にストレージ階層オプションを表示できます。

「セルフサービスプロビジョニングの使用法」を参照してください。

ネットワークポリシー

ネットワークポリシーには、ネットワーク設定、DHCP、スタティック IPなどのリソースが含ま
れ、このポリシーを使用してプロビジョニングされた VMに対して複数の vNICを追加するため
のオプションが含まれています。

スタティック IP プールポリシーの追加
ネットワークポリシーで使用できるスタティック IPプールポリシーを設定できます。（オプショ
ン）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [ネットワーク]の順に選択しま
す。

ステップ 2 [スタティックIPプールポリシー]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 [静的IPプールポリシー情報]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。
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説明名称

ネットワークポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

ステップ 5 [静的IPプール]セクションの [追加（+）]をクリックして、複数スタティック IPプールを追加し
て設定します。

ステップ 6 [静的IPプールへのエントリの追加]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。

説明名称

スタティック IPプール。

例：10.5.0.1 - 10.5.0.50、10.5.0.100、10.5.1.20
-10.5.1.70

[静的IPプール]フィールド

プールのサブネットマスク。 255.255.255.0な
どです。

[サブネットマスク]フィールド

ネットワーク内のデフォルトゲートウェイの

IPアドレス。
[ゲートウェイIPアドレス]フィールド

ステップ 7 [送信]をクリックします。

ステップ 8 [スタティックIPポリシー情報]ダイアログボックスで [送信]をクリックします。

ネットワークポリシーの追加

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [ネットワーク]の順に選択しま
す。

ステップ 2 [VMwareネットワークポリシー]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 [ネットワークポリシーの情報]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。

説明名称

ネットワークポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

ネットワークポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド
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説明名称

ポリシーが適用されるクラウドアカウントを選

択します。

[クラウド名]ドロップダウンリスト

サービスリクエストの導入設定の作成中にvNIC
を選択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。

[エンドユーザにオプションのNICの選択を許可]
チェックボックス

ステップ 5 複数の vNICを追加して設定するには、[VMネットワーク]セクションで [追加]（+）をクリック
します。これらの vNICは、このポリシーを使用してプロビジョニングされる VMに適用できま
す。

VMアクションを使用してプロビジョニングまたは検出された VMの vNICを追加また
は交換するには、vNICを設定する必要があります。

（注）

ステップ 6 [VMネットワークへのエントリの追加]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。

説明名称

新しい NICの名前。[NICエイリアス]フィールド

[ネットワークポリシー]ダイアログボックスの
[エンドユーザにオプションのNICの選択を許可]
チェックボックスがオンの場合、このチェック

ボックスはあらかじめ選択されています。[ネッ
トワークポリシー]ダイアログボックスが選択
されておらず、かつこのチェックボックスがオ

ンでない場合は、[NICエイリアス]フィールド
はオプションです。

少なくとも 1つの NICで [必須]オプ
ションが選択されている必要がありま

す。 [必須]フィールドが選択されて
いる NICは VMのプロビジョニング
で使用されます。VMサービスリク
エストの作成中にはユーザのオプショ

ンはありません。

（注）

[必須]チェックボックス

プロビジョニング中にエンドユーザがポート

グループを選択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。

[エンドユーザによるポートグループ選択を許
可]チェックボックス

カスタム設定が不要な場合は、このチェック

ボックスをオンにします。カスタム設定の場合

はオフにします。

[テンプレートからアダプタをコピーする]
チェックボックス
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説明名称

アダプタタイプを選択します。テンプレート

で使用可能なアダプタタイプと同じタイプが

ユーザに必要な場合は、このオプションをオン

にします。

[テンプレートからアダプタをコピー
する]オプションが選択されている場
合は、このオプションは表示されま

せん。

（注）

[アダプタのタイプ]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [ポートグループ] セクションで、[追加]（+）をクリックします。 [ポートグループへのエントリ
の追加]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 8 [選択]をクリックして、ポートグループ名を選択します。

ステップ 9 [IPアドレスのタイプの選択]ドロップダウンフィールドで、[DHCP]（デフォルト）または [固定]
を選択します。

a) [固定]を選択すると、[エントリの追加]ダイアログボックスが表示されます。 [IPプールポリ
シー]（デフォルト）または [インライン IPプール]を選択します。
[IPプールポリシー]を選択した場合は、[スタティック IPプールを選択する]をクリックしま
す。 [選択]ダイアログボックスで、事前設定されたスタティック IPプールのリストから選択
します。事前設定されたスタティック IPプールが存在しない場合、詳細については「スタ
ティック IPポリシーの追加」を参照してください。

b) [インライン IPプール]を選択する場合は、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

スタティック IPプール。 10.5.0.1 - 10.5.0.50、
10.5.0.100、10.5.1.20-10.5.1.70などです。

[静的IPプール]フィールド

プールのサブネットマスク。 255.255.255.0な
どです。

[サブネットマスク]フィールド

このネットワークのデフォルトゲートウェイ

の IPアドレス。
[ゲートウェイIPアドレス]フィールド

ステップ 10 [送信]をクリックします。

ステップ 11 [VMネットワークへのエントリの追加]ダイアログボックスで、[送信]をクリックします。

ステップ 12 [ネットワークポリシーの情報]ダイアログボックスで、[送信]をクリックします。
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ネットワーキングプロビジョニングポリシー

ネットワークプロビジョニングポリシーは、オーケストレーションワークフローのタスクで使

用されます。このポリシーは、レイヤ 2のネットワーク設定、およびネットワーク内のスイッチ
に対するアクセスコントロールリスト（ACL）を定義します。

ネットワークプロビジョニングポリシーの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [ネットワーク]の順に選択しま
す。

ステップ 2 [ネットワークプロビジョニングポリシー]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 [ポリシーの追加]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。

説明名称

一般情報

ポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

[L2ネットワーク設定（VLAN）]

オンにすると、次のフィールドにデータが自動

的に取り込まれます。

• [プライベートVLANタイプ]：コミュニティ

• [プライマリVLAN ID]：0

• [セカンダリVLANの範囲 -開始ID]：500

• [セカンダリVLANの範囲 -終了ID]：1000

[プライベートVLANの使用]チェックボックス

VLANの範囲の開始 ID。500はデフォルトの範
囲開始 IDです。

[VLAN範囲 -開始ID]フィールド

VLANの範囲の終了 ID。 1000はデフォルトの
範囲終了 IDです。

[VLAN範囲 -終了ID]フィールド

VLANベースプロファイル名。1つ以上のネス
トされたプロファイル割り当てを含むプロファ

イルです。

[基本プロファイル名]フィールド
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説明名称

アクセスコントロールリスト

[シンプル]が現時点のデフォルトであり、唯一
のオプションです。 ICMPをVLANで許可する
場合は、このチェックボックスをオンにしま

す。

[ACLタイプ]ドロップダウンリスト

[選択]ボタンをクリックします。 [項目の選択]
ダイアログボックスが表示されます。使用可能

なオプションは次のとおりです。

• FTP

• SSH

• Telnet

• SMTP

• POP3

• HTTP

• HTTPS

• MySQL

選択するオプションの横のチェックボックスを

オンにするか、または [すべてオン]ボタンをク
リックします。以前の入力をクリアするには、

[すべてオフ]ボタンをクリックします。

[TCPポートへの着信トラフィックを許可]フィー
ルド

[選択]ボタンをクリックします。 [項目の選択]
ダイアログボックスが表示されます。使用可能

なオプションは次のとおりです。

• SNMP

• Syslog

選択するオプションの横のチェックボックスを

オンにするか、または [すべてオン]ボタンをク
リックします。以前の入力をクリアするには、

[すべてオフ]ボタンをクリックします。

[UDPポートへの着信トラフィックを許可]
フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。
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VLAN プールポリシー
VLANプールポリシーはポッドに対するVLANの範囲を定義します。このポリシーは、ポリシー
で指定された定義済み範囲からフリーの VLAN IDを生成するためにオーケストレーションワー
クフローで使用されます。

VLAN プールポリシーの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [ネットワーク]の順に選択しま
す。

ステップ 2 [VLANプールポリシー]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 [ポリシーの追加]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。

説明名称

ポッドを選択します。[POD]ドロップダウンリスト

ポリシー名。このポリシー名はオーケストレー

ションワークフローで使用されます。

[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

VLANの範囲。たとえば、1,3,5—15などです。[VLAN範囲]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

システムポリシー

システムポリシーは、使用するテンプレート、タイムゾーン、OS情報など、システムに固有の
情報を定義します。

    Cisco UCS Director アドミニストレーションガイド、リリース 5.1
18

ポリシーの管理

システムポリシー



システムポリシーの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [サービスの提供]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [VMWareシステムポリシー]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 [システムポリシー情報]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。

説明名称

ポリシーの名前。この名前は、カタログの定義

中に使用されます。

[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

使用する VM名テンプレート。

Cisco UCS Directorは VM名の自動作成を可能
にします。VM名は、一連の変数名を使用して
自動的に作成できます。各変数は $
{VARIABLE_NAME}のようにかっこで囲む必
要があります。例：
vm-${GROUP_NAME}-SR${SR_ID}

[VM名のテンプレート]フィールド

ステップ 5 次に示すオプションの [VM名のテンプレート]機能から選択します。

説明名称

VMプロビジョニングのためのサービスリクエ
ストの作成中にユーザがVM名プレフィクスを
追加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。

[エンドユーザVM名のプレフィクス]チェック
ボックス

このポリシーを使用して導入されたすべての

VMの電源を自動的にオンにするには、この
チェックボックスをオンにします。

[導入後に電源をオンにします]チェックボック
ス

一連の変数名を使用して自動的に作成できる

VMホスト名。各変数は ${VARIABLE}のよう
にかっこで囲む必要があります。

[ホスト名のテンプレート]フィールド
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ステップ 6 [ホスト名のテンプレート]の変数名を選択します。例：${VMNAME}

ステップ 7 次のフィールドに値を入力します。

説明名称

VMに使用する IPドメイン。[DNSドメイン]フィールド

時間帯を選択します。[Linuxタイムゾーン]ドロップダウンリスト

DNSルックアップ用に設定する DNSサフィッ
クス。複数のサフィックスがある場合は、それ

ぞれをカンマで区切ります。

[DNSサフィックスリスト]フィールド

DNSサーバの IPアドレスのリスト。複数の
サーバを区切るには、カンマを使用します。

[DNSサーバリスト]フィールド

VMにインストールされているイメージの OS
を選択します。 [WindowsおよびLinux]を選択
するか、または[Linuxのみ]を選択します。

[VMイメージのタイプ]ドロップダウンリスト

Windows

Windows製品 IDまたはライセンスキー。製品
IDまたはライセンスキーはここに入力するか、
または OSラインセンスプールで入力できま
す。OSライセンスプールで入力したキーは、
ここで入力するキーよりも優先されます。

[製品ID]フィールド

Windowsライセンスの所有者名。[ライセンス所有者名]フィールド

VMで設定する組織名。[組織]フィールド

[シート別]または [サーバ別]を選択します。[ライセンスモード]ドロップダウンリスト

ライセンスユーザまたは接続の数。[ライセンスユーザ数]

WINSサーバの IPアドレス。複数の値はカン
マで区切ります。

[WINSサーバリスト]フィールド

自動ログインを有効にするには、このチェック

ボックスをオンにします。

[自動ログイン]チェックボックス

自動ログインの実行回数。[自動ログイン回数]フィールド

管理者アカウントのパスワード。[管理者パスワード]フィールド
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説明名称

[ドメイン]または [ワークグループ]を選択しま
す。

[ドメインまたはワークグループ]ドロップダウ
ンリスト

ワークグループの名前。

このオプションは、[ワークグループ]が [ドメ
インまたはワークグループ]ドロップダウンリ
ストの値として選択されている場合に、表示さ

れます。

[ワークグループ]フィールド

Windowsドメインの名前。

このオプションは、[ドメイン]が [ド
メインまたはワークグループ]ドロッ
プダウンリストの値として選択され

ている場合に、表示されます。

（注）

[ドメイン]フィールド

Windowsドメイン管理者のユーザ名。

このオプションは、[ドメイン]が [ド
メインまたはワークグループ]ドロッ
プダウンリストの値として選択され

ている場合に、表示されます。

（注）

[ドメインユーザ名]フィールド

Windowsドメイン管理者のパスワード

このオプションは、[ドメイン]が [ド
メインまたはワークグループ]ドロッ
プダウンリストの値として選択され

ている場合に、表示されます。

（注）

[ドメインパスワード]フィールド

時間帯を選択します。[Windowsタイムゾーン]ドロップダウンリスト
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説明名称

VMのアノテーションを指定するには、この
チェックボックスをオンにします。

アノテーションの一部としてメモおよびカスタ

ム属性を指定できます。このチェックボックス

をオンにした場合は、次のフィールドに値を入

力します。

• [VMの注記]フィールド

VMの説明を入力します。

•カスタム属性

[名前]、[タイプ]、および [値]を指定する
には、[追加]（+）をクリックします。

VMの注記として追加した情報は、
[VMの詳細]ページでそのVMに対し
て表示されます。

（注）

[VMアノテーションの定義]チェックボックス

ステップ 8 [追加]をクリックします。

OS ライセンス
Cisco UCS Directorは、ユーザがWindows OSライセンスを追加するためのオプションを提供して
います。これらのライセンスは、カタログの作成時にWindowsイメージにマッピングされます。
VMwareシステムポリシーでWindowsイメージに対してWindows OSライセンスを提供する、ま
たはカタログの作成時に OSバージョンフィールドからキーを選択する、というオプションがあ
ります。

OS ライセンスの追加

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [サービスの提供]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [OSライセンス]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 [ライセンスの詳細の追加]ページで、次のフィールドを入力します。
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説明名称

Windowsバージョン名。[Windowsのバージョン名]フィールド

Windows製品 IDまたはライセンスキー。この
フィールドは、KMSクライアントセットアッ
プキーを受け入れます。

[ライセンス]フィールド

Windowsライセンスの所有者名。[ライセンスの所有者名]フィールド

VMで設定する組織名。[組織]フィールド

シート単位またはサーバ単位を選択します。[ライセンスモード]ドロップダウンリスト

ライセンスユーザまたは接続の数。[ライセンス取得済みのユーザ数]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

エンドユーザセルフサービスポリシーについて
エンドユーザセルフサービスポリシーは、ユーザが vDCで実行できるアクションまたはタスク
を制御します。このポリシーを作成するには、最初にたとえばVMwareなどのアカウントタイプ
を指定します。アカウントタイプを指定したら、続いてポリシーを作成します。ポリシーを作

成したら、同じアカウントタイプを使用して作成したvDCに、そのポリシーを割り当てる必要が
あります。たとえば VMware用のエンドユーザポリシーを作成した場合は、VMware vDCを作
成する場合にこのポリシーを指定できます。他のアカウントタイプ用に作成したポリシーを表示

したり割り当てたりすることはできません。

Cisco UCS Directorでは、エンドユーザセルフサービスポリシーの作成に加えて、次のタスクを
実行できます。

• [表示] —ポリシーの概要を表示します。

• [編集] — [エンドユーザポリシー]ダイアログボックスが開き、説明またはエンドユーザセ
ルフサービスオプションを変更できます。

• [複製] — [エンドユーザポリシー]ダイアログボックスが開き、別のポリシーで指定したオ
プションを使用して新しくポリシーを作成できます。

• [削除] —システムからポリシーを削除します。ただし、このポリシーに vDCを割り当てる
必要はありません。

Cisco UCS Director アドミニストレーションガイド、リリース 5.1    
23

ポリシーの管理

エンドユーザセルフサービスポリシーについて



vDCへのポリシーの割り当ては、ユーザが vDCで実行するタスクを制御できる唯一の方法で
す。従来のバージョンでは、vDCの作成中にタスクを有効または無効にしていました。最新
リリースにアップグレードすると、以前に設定していた権限とオプションが vDCの名前を使
用して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。

重要

エンドユーザポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [仮想/ハイパーバイザポリシー] > [サービスの提供]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [エンドユーザセルフサービスポリシー]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 [エンドユーザポリシーの追加]ダイアログボックスで、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。

ステップ 5 [送信]をクリックします。

ステップ 6 [エンドユーザポリシー]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名称

ポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

このポリシーによって割り当てられているvDC
でユーザが実行できるタスクを選択します。

タスクのリストは、[アカウントタイプ]によっ
て異なります。

[エンドユーザセルフサービスオプション]
フィールド

ステップ 7 [送信]をクリックします。

次の作業

このエンドユーザポリシーを vDCに割り当てます。詳細については、仮想データセンターの追
加を参照してください。
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