カタログの操作
この章は、次の内容で構成されています。
• カタログ管理について, 1 ページ
• カタログの整理, 2 ページ
• 詳細カタログの公開について, 2 ページ
• カタログの作成, 3 ページ
• カタログの編集, 7 ページ

カタログ管理について
事前定義されたカタログ項目を使用して仮想マシン（VM）のセルフプロビジョニングができま
す。 カタログは、システム管理者またはエンド ユーザによって作成されます。 これは、VM がバ
インドされたクラウド名やグループ名などのパラメータを定義します。
カタログ管理に役立つものとして、Cisco UCS Director ではフォルダ内の類似カタログをグループ
化できます。カタログの作成時に、以前に作成された特定のフォルダを選択できます。オプショ
ンで、そのカタログ用に新しいフォルダを作成できます。 フォルダはカタログが含まれている場
合にのみ表示されます。
[カタログ] ページの [フォルダの管理] オプションでは、次のタスクを実行できます。
• フォルダの編集：ユーザが作成したフォルダの名前またはすべてのフォルダのフォルダ アイ
コンを変更します。 デフォルト フォルダの名前は変更できません。
• フォルダの削除：Cisco UCS Director からフォルダを削除します。 このフォルダにカタログ
が含まれていると、これらのカタログはカタログ タイプに基づいてデフォルトで使用可能な
フォルダに自動的に移動されます。
デフォルトで使用可能なフォルダは削除できません。
• フォルダのリストの並び替え：フォルダが [カタログ] ページに表示される順序を変更しま
す。 デフォルトでは、フォルダはアルファベット順に表示されます。
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次のフォルダはデフォルトで使用可能であり、それらを編集または削除できません。
• 標準
• 詳細
• サービスコンテナ
• VDI

重要

Cisco UCS Director を最新バージョンにアップグレードした場合は、以前のバージョンで作成
されたすべてのカタログはカタログ タイプに基づいて、使用可能なフォルダにデフォルトで
グループ化されます。

カタログの整理
Self-Service Portal はカタログ名でカタログを整理します。 フォルダ名は自動生成されアルファベッ
ト順に整理されます。カタログをカタログウィザードを使用して作成する場合、カタログを保存
するフォルダを選択できます。 たとえば、標準のカタログを作成すると、そのカタログを保存す
る標準フォルダが自動作成されます。 新しいカタログを作成し、固有の名前もつけることもでき
ます。 管理者 GUI を使用して作成されたカタログ フォルダは、Self-Service Portal に表示されま
す。 カタログ ペイン内では [上へ移動] および [下へ移動] アイコンを使用してカタログ フォルダ
を整理できます。

（注）

また [フォルダの管理] アイコンを使用してフォルダを選択し、既存フォルダ間で移動すること
もできます。
Cisco UCS Director 内でカタログを作成する場合、管理者はそのカタログを表示できるユーザ
グループまたは特定のユーザを指定できます。 選択されたグループのユーザには、指定され
たカタログが表示されます。

詳細カタログの公開について
高度なカタログ タイプを選択すると、エンド ユーザにワークフロー カタログをプロビジョニン
グできます。エンドユーザは、ワークフローを実行するサービス要求中にこれらのカタログを使
用できます。 高度なカタログ項目は、グループ名、ワークフローなどのパラメータを定義するこ
とにより作成します。
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カタログの作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[カタログ] をクリックします。

ステップ 2

[追加]（+）をクリックします。

ステップ 3

[カタログの追加] 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。
名前

説明

[カタログ タイプ] ドロップダ 次のリストから値を選択します。
ウン メニュー
• [標準]：このカタログのタイプは一般的なサービス リクエ
スト（汎用 VM のプロビジョニング）に使用されます。
• [詳細]：このカタログのタイプはワークフロー実行に使用さ
れ、（このワークフローは）呼び出すことができエンドユー
ザが実行することもできます。
• [サービス コンテナ]：このカタログのタイプはアプリケー
ション コンテナの VM プロビジョニングに使用されます。
• [VDI]：このカタログのタイプは Xen Desktop のプロビジョ
ニングに使用されます。

ステップ 4

[送信] をクリックします。

ステップ 5

[基本情報] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[カタログ名] フィールド

カタログの名前。
（注）
カタログを作成した後では、名前は変更できませ
ん。

[カタログの説明] フィールド カタログの説明。
[カタログタイプ] ドロップダ これは前の手順で事前に選択されています。
ウン リスト
[カタログアイコン] ドロップ このカタログに関連付けるイメージのアイコンをリストから選択
ダウン リスト
します。 このアイコンは、このカタログを使用してサービス リ
クエストを作成するときに表示されます。
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名前

説明

[クラウド名] ドロップダウン VM プロビジョニング用のイメージがあるクラウドを選択しま
リスト
す。
[イメージ] ドロップダウン リ このカタログを使用して VM をプロビジョニングするときに使用
スト
するイメージのタイプ（イメージを構成する Windows ファイル、
Linux ファイル、およびそのほかのファイルなどの既存のテンプ
レート）を選択します。
[フォルダの選択] ドロップダ カタログのフォルダを選択します。
ウン リスト

ステップ 6

[次へ] をクリックします。

ステップ 7

[Applications Details（アプリケーションの詳細）] ペインで、次のフィールドを編集します。
名前

説明

[カテゴリ] ドロップダウン リスト

VDC カテゴリを選択します。

[サポートの問い合わせ先の電子メールアドレ
ス] フィールド

このカタログ項目を使用してサービス リクエス
トが作成されたときに通知が送信される問い合
わせ先の電子メール アドレス。

[OSの指定] ドロップダウン リスト

VMのプロビジョニング時に、VMにインストー
ルされる OS のタイプを選択します。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

[他のOSの指定] フィールド

[OSの指定] リストにない OS。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

[アプリケーションの指定] チェックボックス リ [項目の選択] ダイアログボックスのアプリケー
スト
ションのチェックボックスをオンにします。 こ
れらのアプリケーションはプロビジョニング中
に VM にインストールされます。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。
[他のアプリケーションの指定] フィールド
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[項目の選択] ダイアログボックスにないアプリ
ケーション。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。
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名前

説明

[アプリケーションコード] フィールド

VM 名に使用するアプリケーション コード。 ア
プリケーション コードは 1 ～ 4 文字です（例：
W2K3、DB、WS）。 VM 名のシステム ポリ
シーでアプリケーション コードを使用するに
は、変数 ${APPCODE} を使用します。
たとえば VM 名のテンプレートが
vm-${GROUP_NAME}-${APPCODE} の場合、
システム ポリシーを使用してプロビジョニング
された VM の名前は vm-groupname-W2K3 にな
ります。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

ステップ 8

[次へ] をクリックします。

ステップ 9

[ユーザクレデンシャル] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[クレデンシャルのオプション] ドロップダウン ユーザに対し、VM アクセス クレデンシャル
リスト
（共有）の取得を許可するか、または禁止する
かを選択します。
[ユーザID] フィールド

ユーザ ID。
（注）

[パスワード] フィールド

ユーザのパスワード。
（注）

ステップ 10

このオプションは、[クレデンシャル
のオプション] の下でいずれかの共有
オプションを選択した場合に表示さ
れます。

このオプションは、[クレデンシャル
のオプション] の下でいずれかの共有
オプションを選択した場合に表示さ
れます。

[カスタマイズ] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[プロビジョニング後のカスタムアクション]
チェックボックス

VM のプロビジョニング後に実行されるオーケ
ストレーション ワークフローを有効にするに
は、このチェックボックスをオンにします。
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名前

説明

[ワークフロー] ドロップダウン リスト

プロビジョニング用に定義されたワークフロー
を選択します。
（注）

このオプションは、[プロビジョニン
グ後のカスタムアクション] がオンの
場合に表示されます。

[VMアプリケーションの請求間隔] ドロップダ
ウン リスト

[毎時] または [毎月] を選択します。

[アクティブなVMアプリケーションのコスト]
フィールド

テンプレートに含まれているアプリケーション
のコスト。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

[非アクティブなVMアプリケーションコスト]
フィールド

時間あたりまたは月あたりに、非アクティブな
VM のカタログにかかるコスト。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

ステップ 11

[次へ] をクリックします。

ステップ 12

[VMアクセス] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Webアクセス設定] チェックボックス

VM への Web アクセスを有効にするには、この
チェックボックスをオンにします。 VM への
Web アクセスを無効にするには、このチェック
ボックスをオフにします。

[URL] フィールド

VM の URL。
（注）

[ラベル] フィールド

このオプションは、[Webアクセス設
定] がオンの場合に表示されます。

この URL に定義されたラベル
（注）

このオプションは、[Webアクセス設
定] がオンの場合に表示されます。

[リモートデスクトップのアクセス設定] チェッ VM へのリモート アクセスを有効にするには、
クボックス
このチェックボックスをオンにします。 VM へ
のリモート アクセスを無効にするには、この
チェックボックスをオフにします。
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名前

説明

[サーバ] フィールド

サーバのリモート アクセス用 IP アドレス。
（注）

[ポート] フィールド

このオプションは、[リモートデスク
トップのアクセス設定] がオンの場合
に表示されます。

サーバのリモート アクセス用ポート番号。
（注）

[ラベル] フィールド

このオプションは、[リモートデスク
トップのアクセス設定] がオンの場合
に表示されます。

このリモート アクセス用に定義されたラベル
（注）

ステップ 13

[次へ] をクリックします。

ステップ 14

[サマリー] ページのカタログ情報を確認します。

ステップ 15

[送信] をクリックします。

このオプションは、[リモートデスク
トップのアクセス設定] がオンの場合
に表示されます。

カタログの編集
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [カタログ] の順に選択します。

ステップ 2

[カタログ] タブを選択します。

ステップ 3

編集するカタログ名を選択します。

ステップ 4

[編集] をクリックします。

ステップ 5

[カタログの修正] 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。
名前

説明

[基本情報] ペイン
[カタログ名] フィールド

カタログの名前。
（注）

カタログを作成した後では、名前は
変更できません。
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名前

説明

[カタログの説明] フィールド

カタログの説明。

[カタログタイプ] ドロップダウン リスト

カタログのタイプ。 この属性の種類は次のとお
りです。
• [標準]：クラウド リストにあるイメージを
使用して VM プロビジョニングのためのカ
タログを作成する場合に使用します。
• [詳細]：カタログ項目などのオーケスト
レーション ワークフローを公開する場合
に使用します。
• [サービスコンテナ]：カタログ項目として
アプリケーション コンテナを公開する場
合に使用します。
• [VDI]：カタログ項目として Xen Desktop
を公開する場合に使用します。

[カタログアイコン] ドロップダウン リスト

このカタログに関連付けるイメージのアイコン
をリストから選択します。 このアイコンは、こ
のカタログを使用してサービス リクエストを作
成するときに表示されます。

[すべてのグループに適用] チェックボックス

すべてのグループがこのカタログを使用できる
ようにするには、このチェックボックスをオン
にします。 他のグループが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フにしま
す。

[選択されたグループ] チェックボックス リスト [選択した項目] ダイアログボックスに含まれて
いるグループのチェックボックスをオンにしま
す。 オンにしたグループは、新しい VM をプロ
ビジョニングするときにこのカタログを使用し
ます。
[エンドユーザへ公開（Publish to end users）]
チェックボックス

このカタログがエンドユーザに表示されないよ
うにするには、このチェックボックスをオフに
します。 このチェックボックスをオフにしない
場合、このカタログはシステムのエンドユーザ
に表示されます。

[クラウド名] ドロップダウン リスト

VM プロビジョニング用のイメージがあるクラ
ウドを選択します。
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名前

説明

[イメージ] フィールド

このカタログを使用して VM をプロビジョニン
グするときに使用するイメージのタイプ（イ
メージを構成する Windows ファイル、Linux
ファイル、およびそのほかのファイルなどの既
存のテンプレート）を選択します。
グループ管理者である場合や、カタログを作成
する権限のあるグループのエンドユーザである
場合は、属しているグループに割り当てられた
イメージがこのフィールドに表示されます。
MSP 管理者である場合は、ご自身の MSP 組織
と MSP 組織内のグループに割り当てられたイ
メージがこのフィールドに表示されます。

[Windowsライセンスプール] フィールド

Windows ライセンスを選択します。
（注）

（注）

このオプションは、Windows イメー
ジが選択されて場合にのみ表示され
ます。
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

[単一データストアのすべてのディスクをプロビ 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] チェックボックス
ジョニングするには、このチェックボックスを
オンにします。 ストレージ ポリシーで各ディ
スクに対して設定されているデータストアを使
用することも選択できます。
複数ディスク ストレージ ポリシーの作成の詳
細については、8-1ページの「ポリシーの管理」
を参照してください。
（注）

（注）

このオプションは、選択されたテン
プレートに複数のディスクがある場
合に表示されます。
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

[サービスコンテナテンプレート名] ドロップダ リストからテンプレートを選択します。
ウン リスト
（注）
このオプションは、カタログ タイプ
がサービス コンテナである場合に表
示されます。
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名前

説明

[XenDesktop Catalog（XenDesktop カタログ）]
ドロップダウン リスト

Desktop Studio で設定された XenDesktop 専用カ
タログのリストからテンプレートを選択しま
す。
（注）

[フォルダの選択] ドロップダウン リスト

このカタログの作成先となるフォルダを選択し
ます。
（注）

ドロップダウン リストには、デフォ
ルトで使用可能なフォルダの名前が含
まれます。 使用可能なフォルダを選
択するか、または [+] アイコンをク
リックして新しいフォルダを作成しま
す。 [新しいフォルダの追加] ダイアロ
グボックスで、フォルダ名を指定し、
そのフォルダのアイコンを選択しま
す。

ステップ 6

[次へ] をクリックします。

ステップ 7

[Applications Details（アプリケーションの詳細）] ペインで、次のフィールドを編集します。
名前

説明

[カテゴリ] ドロップダウン リスト

VDC カテゴリを選択します。

[サポートの問い合わせ先の電子メールアドレ
ス] フィールド

このカタログ項目を使用してサービス リクエス
トが作成されたときに通知が送信される問い合
わせ先の電子メール アドレス。

[OSの指定] ドロップダウン リスト

VMのプロビジョニング時に、VMにインストー
ルされる OS のタイプを選択します。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

[他のOSの指定] フィールド

[OSの指定] リストにない OS。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。
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このオプションは、カタログ タイプ
が [VDI] である場合に表示されます。
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名前

説明

[アプリケーションの指定] チェックボックス リ [項目の選択] ダイアログボックスのアプリケー
スト
ションのチェックボックスをオンにします。 こ
れらのアプリケーションはプロビジョニング中
に VM にインストールされます。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。
[他のアプリケーションの指定] フィールド

[項目の選択] ダイアログボックスにないアプリ
ケーション。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

[アプリケーションコード] フィールド

VM 名に使用するアプリケーション コード。 ア
プリケーション コードは 1 ～ 4 文字です（例：
W2K3、DB、WS）。 VM 名のシステム ポリ
シーでアプリケーション コードを使用するに
は、変数 ${APPCODE} を使用します。
たとえば VM 名のテンプレートが
vm-${GROUP_NAME}-${APPCODE} の場合、
システム ポリシーを使用してプロビジョニング
された VM の名前は vm-groupname-W2K3 にな
ります。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

ステップ 8

[次へ] をクリックします。

ステップ 9

[ユーザクレデンシャル] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[クレデンシャルのオプション] ドロップダウン ユーザに対し、VM アクセス クレデンシャル
リスト
（共有）の取得を許可するか、または禁止する
かを選択します。
[ユーザID] フィールド

ユーザ ID。
（注）

このオプションは、[クレデンシャル
のオプション] の下でいずれかの共有
オプションを選択した場合に表示さ
れます。
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名前

説明

[パスワード] フィールド

ユーザのパスワード。
（注）

ステップ 10

[次へ] をクリックします。

ステップ 11

[カスタマイズ] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[プロビジョニング後のカスタムアクション]
チェックボックス

VM のプロビジョニング後に実行されるオーケ
ストレーション ワークフローを有効にするに
は、このチェックボックスをオンにします。

[ワークフロー] ドロップダウン リスト

プロビジョニング用に定義されたワークフロー
を選択します。
（注）

このオプションは、[プロビジョニン
グ後のカスタムアクション] がオンの
場合に表示されます。

[VMアプリケーションの請求間隔] ドロップダ
ウン リスト

[毎時] または [毎月] を選択します。

[アクティブなVMアプリケーションのコスト]
フィールド

テンプレートに含まれているアプリケーション
のコスト。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

[非アクティブなVMアプリケーションコスト]
フィールド

時間あたりまたは月あたりに、非アクティブな
VM のカタログにかかるコスト。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートさ
れていません。

ステップ 12

[次へ] をクリックします。

ステップ 13

[VMアクセス] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Webアクセス設定] チェックボックス

VM への Web アクセスを有効にするには、この
チェックボックスをオンにします。 VM への
Web アクセスを無効にするには、このチェック
ボックスをオフにします。
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名前

説明

[URL] フィールド

VM の URL。
（注）

[ラベル] フィールド

このオプションは、[Webアクセス設
定] がオンの場合に表示されます。

この URL に定義されたラベル
（注）

このオプションは、[Webアクセス設
定] がオンの場合に表示されます。

[リモートデスクトップのアクセス設定] チェッ VM へのリモート アクセスを有効にするには、
クボックス
このチェックボックスをオンにします。 VM へ
のリモート アクセスを無効にするには、この
チェックボックスをオフにします。
[サーバ] フィールド

サーバのリモート アクセス用 IP アドレス。
（注）

[ポート] フィールド

このオプションは、[リモートデスク
トップのアクセス設定] がオンの場合
に表示されます。

サーバのリモート アクセス用ポート番号。
（注）

[ラベル] フィールド

このオプションは、[リモートデスク
トップのアクセス設定] がオンの場合
に表示されます。

このリモート アクセス用に定義されたラベル
（注）

ステップ 14

[次へ] をクリックします。

ステップ 15

[サマリー] ページのカタログ情報を確認します。

ステップ 16

[送信] をクリックします。

このオプションは、[リモートデスク
トップのアクセス設定] がオンの場合
に表示されます。
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