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はじめに
ここでは、次の項について説明します。
• 対象読者, xvii ページ
• 表記法, xvii ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xix ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xix ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco UCS Director を使用し、以下の少なくとも 1 つの分野において責任と専
門知識を持つデータセンター管理者を主に対象としています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ
• 仮想化および仮想マシン

表記法
テキストのタイプ

表示

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素（this font）] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル（this font）] のように示しています。
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はじめに
表記法

テキストのタイプ

表示

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

（注）

注意

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。
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はじめに
マニュアルに関するフィードバック

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき
ます。

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての
警告を参照してください。
これらの注意事項を保管しておいてください。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、ucs-director-docfeedback@cisco.com までコメントをお送りください。ご協力をよろ
しくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、毎月更新される
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の
技術マニュアルの一覧も示されています。
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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はじめに
マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
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1

章

このリリースの新規情報および変更情報
この章は、次の項で構成されています。
• このリリースの新規情報および変更情報, 1 ページ

このリリースの新規情報および変更情報
次の表に、最新リリースに関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。この表は、こ
のマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものではありませ
ん。
機能

説明

参照先

エンド ユーザ ポータル の紹 このリリースでは、サービス エンド ユーザ ポータルの設定, （
介
のエンドユーザ向けに新しい 99 ページ）
ポータルが導入されました。
管理者は、サービスのエンド
ユーザがこのポータルを使用
してタスクを実行するための
特定のアクセス権限を付与す
る必要があります。
また、エンド ユーザ向けに
ポータルを設定することもで
きます。
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このリリースの新規情報および変更情報
このリリースの新規情報および変更情報

機能

説明

参照先

ベア メタル サーバのプロビ ベア メタル プロビジョニン
ジョニングのサポート
グ ポリシーを作成し、ベア
メタルサーバのカタログ項目
を作成できます。

ベア メタル サーバのプロビジョニ
ング ポリシーの設定, （192 ページ）

このリリースでは、管理者
が、他のユーザが物理サーバ
管理を有効にできるようにす
るための新しいアクセス権限
も導入されています。

ベア メタル サーバ カタログの作成,
（257 ページ）

ベア メタル コスト モデルの作成,
（320 ページ）

カタログ タイプを使用したサービス
リクエストの作成：ベア メタル, （
272 ページ）
サーバ管理の権限, （32 ページ）

システムの暗号を編集する
機能

このリリースでは、Cisco
暗号方式の操作, （18 ページ）
UCS Director が使用する暗号
のリストを編集できます。

データベース監査ロギング
のサポート

このリリースでは、システム データベース監査ロギング, （157
で監査ロギングを有効にでき ページ）
ます。
監査ロギングの有効化, （157 ペー
ジ）

ユーザ パスワードの最小長 ユーザ パスワードは、最小 4 パスワード ポリシーの作成, （61
および最大長の変更
文字、最大 127 文字でなけれ ページ）
ばなりません。最小長が 1 か
ら 4 に変更され、最大長が 32
から 127 に変更されました。
Cisco UCS Director リリース
6.0 にアップグレードする
と、最小の文字数を 4 文字未
満に定義した既存のパスワー
ドポリシーは、自動的に新し
い設定にアップグレードされ
ます。新しいルールは、古い
ワークフローをインポートす
るときにも適用されます。
4 文字未満の古いユーザ パス
ワードは引き続き使用できま
す。ただし、リリース 6.0 へ
のアップグレード後にユーザ
がパスワードを変更しようと
すると、新しいルールが適用
されます。
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このリリースの新規情報および変更情報
このリリースの新規情報および変更情報
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このリリースの新規情報および変更情報
このリリースの新規情報および変更情報
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章

概要
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco UCS Director, 5 ページ
• Cisco UCS Director ユーザ インターフェイスへの非セキュアな接続の設定, 14 ページ
• 最初のログイン, 15 ページ
• システム設定の推奨順序, 16 ページ
• Cisco UCS Director のホスト名の設定, 18 ページ
• 暗号方式の操作, 18 ページ

Cisco UCS Director
Cisco UCS Director は、エンドツーエンドの管理やオーケストレーション、自動化に関する、安全
性の高い包括的なソリューションです。Cisco や他社の広範なデータ インフラストラクチャ コン
ポーネントおよび Cisco UCS と Cisco Nexus プラットフォームに基づく、業界をリードするコン
バージドインフラストラクチャソリューションに対応します。サポート対象のインフラストラク
チャ コンポーネントとソリューションの完全なリストについては、『Cisco UCS Director Compatibility
Matrix [英語]』を参照してください。
Cisco UCS Director は、次の標準テンプレートを使用する 64 ビットのアプライアンスです。
• Open Virtualization Format（OVF）for VMware vSphere
• Virtual Hard Disk（VHD）for Microsoft Hyper-V
Cisco UCS Director を介した管理
Cisco UCS Director は、Cisco UCS を通じてコンピューティング層およびネットワーク層の統合を
拡張し、データセンターインフラストラクチャコンポーネントの包括的な可視性と管理性を提供
します。Cisco UCS Director を使用して、シスコやシスコ以外が提供するサポート対象のコンポー
ネントを設定、管理、およびモニタできます。実行できるタスクには次のものがあります。
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概要
機能と利点

• すべての Cisco UCS サーバおよびコンピューティング アプリケーションを対象にした、サー
ビス プロファイルとテンプレートの作成、複製、および導入。
• コンバージド インフラストラクチャにおける組織の使用状況、トレンドおよび容量の継続的
なモニタリング。たとえば、すべてのデータセンター間の仮想マシン（VM）の使用率を示
すヒート マップを表示できます。
• 一貫したリピート可能な方法によるコンバージド インフラストラクチャへの容量の導入や追
加
• Cisco UCS ドメインや Cisco Nexus ネットワーク デバイスなどのデータセンター コンポーネ
ントの管理、監視、報告。
• 物理インフラストラクチャへのサービスを追加するための仮想サービス カタログの拡張。
• 非仮想化ワークロードで動作する仮想化ワークロードに対応するための安全なマルチテナン
ト環境の管理。
Cisco UCS Director による自動化とオーケストレーション
Cisco UCS Director では、自動化サービスを提供するワークフローを構築し、ワークフローを公開
して、そのサービスをオン デマンド方式でユーザに提供できます。社内の他のエキスパートと連
携して、ポリシーを迅速かつ簡単に作成できます。単純か複雑かを問わずプロビジョニングおよ
び設定プロセスを自動化するための Cisco UCS Director ワークフローを構築できます。
一度構築および検証された後は、これらのワークフローは誰が実行しても常に同じように実行で
きます。経験豊富なデータセンター管理者がそれらを実行したり、または、ロールベース アクセ
スコントロールを実行してユーザや顧客が必要に応じてセルフサービスベースでワークフローを
実行できるようにすることができます。
Cisco UCS Director を使用することで、シスコやシスコ以外が提供するサポート対象の各種ハード
ウェアやソフトウェアのデータセンター コンポーネント間で、多岐にわたるタスクおよびユース
ケースを自動化できます。自動化できる使用例には以下のものがありますが、これらに限定され
ません。
• VM のプロビジョニングとライフサイクル管理
• ネットワーク リソースの設定とライフサイクル管理
• ストレージ リソースの設定とライフサイクル管理
• テナント オンボーディングとインフラストラクチャの設定
• アプリケーション インフラストラクチャのプロビジョニング
• セルフサービス カタログと VM プロビジョニング
• オペレーティング システムのインストールを含むベア メタル サーバのプロビジョニング

機能と利点
Cisco UCS Director の機能と利点を以下に示します。
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概要
機能と利点

機能
中央管理

利点
• 管理者に物理、仮想、ベア メタル環境全体のシステムをモニタ
リング、プロビジョニング、管理する単一インターフェイスを
提供
• 統合型ダッシュボード、レポート、ヒート マップを提供し、ト
ラブルシューティングとパフォーマンスのボトルネックを削減

セルフサービス カタログ

• エンド ユーザが IT の規定したポリシーやガバナンスに沿って、
新しいインフラストラクチャ インスタンスの発注および導入が
可能

適応型のプロビジョニン
グ

動的な容量管理

• リアルタイムで利用可能な機能、内部ポリシー、アプリケーショ
ン ワークロード要件を使用して、リソースの可用性を最適化

• 継続的なモニタリングにより、リアルタイムでインフラストラ
クチャ使用率を示し、キャパシティ プランニングと管理を改善
• 使用率の低いリソースや使用率の高いリソースを特定

複数のハイパーバイザの
サポート

• VMware ESX、ESXi、Microsoft Hyper-V、Red Hat の各ハイパー

コンピューティングの管
理

• 物理、仮想、ベア メタルの各サーバおよびブレードをモニタリ

バイザをサポート

ング、管理、プロビジョニング
• エンド ユーザがスナップショットを介して仮想マシンのライフ
サイクル管理とビジネス継続性を実現可能
• 管理者にサーバ使用率のトレンド分析を提供

ネットワーク管理

• 物理スイッチ、仮想スイッチ、動的ネットワーク トポロジをポ
リシーベースでプロビジョニング
• 管理者が VLAN、仮想ネットワーク インターフェイス カード
（vNIC）、ポート グループ、ポート プロファイル、IP および動
的ホスト制御プロトコル（DHCP）割り当て、アクセス コント
ロール リスト（ACL）を、複数のネットワーク デバイスにわ
たって設定可能
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概要
物理的および仮想的な管理機能

機能

利点

ストレージの管理

• ファイラ、仮想ファイラ（vFiler）、論理ユニット番号（LUN）、
ボリュームをポリシーベースでプロビジョニングおよび管理可
能
• 統合ダッシュボードにより、管理者が組織的な使用状況、トレ
ンド、キャパシティ分析の詳細を包括的に可視性可能

物理的および仮想的な管理機能
物理サーバの管理
• 設定と変更の検出および収集
• 物理サーバのモニタリングと管理
• ポリシーベースでのサーバ プロビジョニ
ングの実行
• ブレードの電力管理
• サーバ ライフサイクルの管理
• サーバの使用傾向と容量分析の実行
• Preboot execution Environment（PXE）ブー
ト管理機能を使用したベア メタル プロビ
ジョニングの実行
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仮想コンピューティング管理
• 仮想コンピューティング環境の検出、収
集、モニタリング
• ポリシーベースでのプロビジョニングと動
的リソース割り当ての実行
• ホストサーバの負荷と電力の管理
• VM ライフサイクルとスナップショットの
管理
• VM の容量とスプロール、ホストの使用率
を評価するための分析の実行

概要
モデルベースのオーケストレーション

物理ストレージの管理

仮想ストレージの管理

• ストレージ ファイラの検出、収集、モニ
タリング

• vFiler のストレージおよびストレージ プー
ルの検出、収集、モニタリング

• ポリシーベースでの vFiler プロビジョニン
グの実行
• ボリュームのプロビジョニングとマッピン
グ

• シックおよびシン クライアントを対象と
したポリシーベースでのストレージ プロ
ビジョニングの実行
• 新しいデータストアの作成と仮想デバイス

• 論理ユニット番号（LUN）と iGroup イン
スタンスの作成とマッピング

コンテキスト（VDC）へのマッピング
• VM へのディスクの追加とサイズ調整

• SAN ゾーン管理の実行

• 組織でのストレージ使用率のモニタリング

• Network-Attached Storage（NAS）および
SAN ベースのストレージのモニタリング
と管理

と管理
• 仮想ストレージの傾向と容量分析の実行

• ストレージ実装のベスト プラクティスと
推奨事項
物理ネットワークの管理

仮想ネットワークの管理

• 物理ネットワーク要素の検出、収集、モニ
タリング

• VM へのネットワークの追加
• IP および DHCP 割り当てによるポリシー

• 複数のスイッチ間のプロビジョニング
VLAN
• ネットワーク デバイスに対するアクセス
コントロール リスト（ACL）の設定
• ストレージ ネットワークの設定
• 動的ネットワーク トポロジの実装

ベースでのプロビジョニングの実行
• VLAN およびプライベート VLAN に対す
る仮想ネットワークインターフェイスカー
ド（vNIC）の設定と接続
• VM のためのポート グループとポート プ
ロファイルの作成
• 組織での仮想ネットワークの使用率のモニ
タリング

モデルベースのオーケストレーション
Cisco UCS Director には、1000 以上のタスクや、すぐに使用できるワークフローなどが含まれてい
るタスク ライブラリが用意されています。モデルベースのオーケストレーションとワークフロー
デザイナを利用すると、インフラストラクチャの管理タスクと運用タスクをカスタマイズおよび
自動化できます。また、個々の必要性に対応して、システムの拡張とカスタマイズを進められま
す。
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概要
Cisco UCS Director のガイド付きセットアップ ウィザード

次の表は、タスク ライブラリの 1 日目から 3 日目のメンテナンスおよび更新アクティビティを示
しています。
1 日目
• テナントの追加
• 申請者の移行または追加
• エンタープライズ システ
ムとの統合
• エンド ユーザ ポータル を
利用する

2 日目
• パフォーマンスのモニタ
リング
• ミーティングおよび請求

3 日目
• ハードウェアの追加とアッ
プグレード
• 用途変更

の開始
• テナントの変更の管理
• セルフサービス
Infrastructure as a Service
（IaaS）

Cisco UCS Director のガイド付きセットアップ ウィザード
Cisco UCS Director には、重要な機能の設定をサポートする一連のウィザードが組み込まれていま
す。使用可能なガイド付きセットアップ ウィザードは次のとおりです。
• [デバイス検出（Device Discovery）]：このウィザードでは、デバイスを検出し、そのデバイ
スをポッドに割り当てることができます。
• [システム初期設定（Initial System Configuration）]：このウィザードでは、ライセンスのアッ
プロード、SMTP、NTP、および DNS サーバのセットアップなど、Cisco UCS Director をセッ
トアップするための初期タスクを実行できます。
• [vDC の作成（vDC Creation）]：このウィザードでは、プライベート クラウドで VM をプロ
ビジョニングするために必要なポリシーを設定できます。
• [FlexPod の設定（FlexPod Configuration）]：このウィザードでは FlexPod のアカウントをセッ
トアップできます。
• [Vblock ポッド設定（Vblock Pod Configuration）]：このウィザードでは、アカウントを検出
し、Vblock ポッドに割り当てることができます。
• [VSPEX ポッド設定（VSPEX Pod Configuration）]：このウィザードでは、アカウントを検出
し、VSPEX ポッドに割り当てることができます。
• [仮想SANポッド設定（Virtual SAN Pod Configuration）]：このウィザードでは、仮想 SAN ポッ
ドを設定し、デバイスを追加することができます。
最初に Cisco UCS Director にログインすると、[ウィザードエクスプローラ（Wizard Explorer）] ウィ
ンドウが表示されます。このウィンドウから、使用可能なガイド付きセットアップ ウィザードの
詳細を表示し、そのいずれかを選択して起動できます。ログインするたびにこの [ウィザード エ
クスプローラ（Wizard Explorer）] を表示させないようにするには、[今後このページを表示しない
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概要
Cisco UCS Director のガイド付きセットアップ ウィザード

（Do not show this page again）] チェック ボックスをオンにします。これらのウィザードを後で起
動するには、[管理（Administration）] > [ガイド付きセットアップ（Guided Setup）] をクリックし
ます。
システムが提供するこれらのウィザードに加え、以前に設定したワークフローからウィザードを
作成することもできます。詳細については、ワークフローからのウィザードの作成, （11 ペー
ジ）を参照してください。

ワークフローからのウィザードの作成
有効なワークフローをウィザードに変換して Cisco UCS Director に保存することができます。

はじめる前に
Cisco UCS Director で、有効なワークフローをする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ガイド付きセットアップ（Guided Setup）] を選択します。

ステップ 2

[ワークフローからの作成（Create from Workflow）] をクリックします。

ステップ 3

[ワークフローからのウィザードの作成（Create Wizard from Workflow）] 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

[ワークフローの選択（Select Workflow）] フィール [選択（Select）] をクリックして、ウィザードに変
ド
換するワークフローのチェック ボックスをオンに
します。
[ラベル（Label）] フィールド

ウィザードの名前。これは、ウィザードの基本名で
す。

[2 つ目のラベル（Second Label）] フィールド

ウィザードの 2 次名。

[説明（Description）] フィールド

ウィザードの説明。

[アイコン イメージ（Icon Image）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、このワークフロー
に関連付けるアイコンのチェック ボックスをオン
にします。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

次の作業
次の作業を実行できます。
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概要
共通のユーザ インターフェイス オプション

• ウィザードを起動する。
• ウィザードを編集する。
• ウィザードの詳細を表示する。
• インターフェイスでのウィザードの順序を変更する。
• ウィザードを削除する。

共通のユーザ インターフェイス オプション
次の表は、アプリケーションユーザインターフェイスのすべてのページで利用できるオプション
について説明します。これらのオプションは、すべてのページで同じタスクを実行します。
アイコン

ラベル

説明

[更新（Refresh）]

ページ上の報告されたデータを更新
します。

[お気に入り（Favorite）]

[お気に入り（Favorite）] メニューに
ページを追加します。
このオプションを使用すると、頻繁
にアクセスするページを簡単に表示
できるようになります。

[追加（Add）]

[追加（Add）] ダイアログ ボックス
が表示されます。このダイアログ
ボックスで新しいリソースを追加で
きます。

[編集（Edit）]

[編集（Edit）] ダイアログ ボックス
が表示されます。このダイアログ
ボックスでリソースを編集できます。

[テーブルのカスタマイズ
（Customize Table）]

[レポートテーブルのカスタマイズ
（Customize Report Table）] ダイアロ
グ ボックスが表示されます。このダ
イアログ ボックスで表示する列を選
択できます。
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概要
共通のユーザ インターフェイス オプション

アイコン

ラベル

説明

[エクスポート レポート
（Export Report）]

[レポートのエクスポート（Export
Report）] ダイアログ ボックスが表示
されます。このダイアログ ボックス
でレポートをシステムにダウンロー
ドできます。
次のいずれかの形式でレポートを生
成できます。
• PDF
• CSV
• XLS

[拡張（Expand）]

ページに表示されているすべてのフォ
ルダを展開します。

[折りたたむ（Export Report）] ページに表示されているすべてのフォ
ルダを折りたたみます。

[高度な検索フィルタを追加
（Add Advanced Filter）]

ページに追加のフィルタリング パラ
メータを入力します。

[検索フィールド（Search
Field）]

ページ上の特定のレコードをフィル
タリングするためのキーワードを入
力します。
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概要
Cisco UCS Director ユーザ インターフェイスへの非セキュアな接続の設定

Cisco UCS Director ユーザ インターフェイスへの非セキュ
アな接続の設定
デフォルトでは、Cisco UCS Director ユーザ インターフェイスはセキュア モードで起動します。
セキュア モード、非セキュア モード（HTTP）のユーザ インターフェイスの起動をバイパスした
い場合には、次の手順に従う必要があります。

ステップ 1

root としてログインします。

ステップ 2

/Opt/infra/web_cloudmgr/apache-tomcat/conf/server.xml ファイルを次のように変更しま
す。
a) 既存の 8080 ポート コネクタのタグをコメントアウトします。
<!-<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
redirectPort="443" maxHttpHeaderSize="65536"
URIEncoding = "UTF-8"/>
-->

b) 新しい 8080 ポート コネクタのタグとして次を追加します。
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
maxThreads="150" minSpareThreads="4"
connectionTimeout="20000"
URIEncoding = "UTF-8" />

ステップ 3

/opt/infra/web_cloudmgr/apache-tomcat/webapps/app/WEB-INF/web.xml ファイルに
<security-constraint> タグをコメントします。
<!-<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>HTTPSOnly</web-resource-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</web-resource-collection>
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
</user-data-constraint>
</security-constraint>
-->

ステップ 4

サービスを再起動します。

ステップ 5

ユーザ インターフェイスを起動してシステムにログインします。
次の URL フォーマットを使用して非セキュア モードでシステムにログインできます。
http://<IP-Address>:8080、または、http://<IP-Address>
セキュアおよび非セキュア モードの両方のユーザ インターフェイスが起動できます。
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概要
最初のログイン

最初のログイン
ホスト名と IP アドレスのいずれかと次のクレデンシャルを使用して、Cisco UCS Director にログイ
ンします。
• ユーザ名：admin
• パスワード：admin

（注）

最初の管理アカウントを作成した後、起動時の管理アカウントを削除するか、少なくともデ
フォルトのパスワードを変更することをお勧めします。 エンド ユーザ ポータル にアクセスす
るには、有効な電子メール アドレスが必要です。
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概要
システム設定の推奨順序

システム設定の推奨順序
次の図は、Cisco UCS Director を使用した環境設定のワークフローを示しています。
図 1：環境設定のサンプルワークフロー

環境を設定するときは、以下の章を参照してください。
名前

章

説明

初期設定

2、3、 ライセンスの適用、管理者プロファイルの設定、グループの作成、
4、5
およびユーザの作成の方法について説明します。言語サポートへ

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
16

概要
システム設定の推奨順序

名前

章

説明
のアクセス、ポータル カスタマイズの適用、およびシステム設定
の方法を習得します。

物理インフラストラ [6]
クチャ

任意でのポッドと物理アカウントの追加、ネットワーク要素の追
加、接続のテスト、およびアカウント検出の検証の方法について
説明します。
（注）

仮想インフラストラ 7
クチャ
ポリシー

必要に応じて、物理インストラクチャよりも前に仮想イ
ンフラストラクチャを作成できます。
クラウドの作成、クラウド検出および接続の検証、接続のテスト、
および vCenter プラグインの表示の方法について説明します。

8

コンピューティング ポリシー、ストレージ ポリシー、ネットワー
ク ポリシー、およびシステム ポリシーを作成して管理する方法に
ついて説明します。Microsoft Windows カタログの OS ライセンス
を追加する方法を習得します。

仮想データセンター 9

グループ、ポリシー、およびコスト モデルに対する特定の環境を
管理するための VDC の設定方法、および VDC レベルでのリソー
ス制限の設定と管理の方法について説明します。

カタログ

10

カタログ項目の設定方法、カタログへのアクセス権限をグループ
に追加する方法、およびカタログ項目の公開方法について説明し
ます。

Self-Service プロビ
ジョニング

11

プロビジョニング サービス リクエストの作成および管理方法につ
いて説明します。

Multi-Disk プロビ
ジョニング

12

1 つまたは複数のデータストアで VM ディスク プロビジョニング
を設定する方法を説明します。また、テンプレートで追加ディス
クごとに個別のディスク ポリシーを設定する手順についても説明
します。

チャージバック

13

チャージバック サマリー レポート、詳細レポート、およびリソー
ス アカウンティング レポートを作成する方法について説明しま
す。コスト モデルが定義され、部門や組織内のポリシーに割り当
てられる仕組みも示します。

クラウド管理

18

クラウドを完全に可視化し、リソース使用率をモニタし、クラウ
ド スタック（クラウド、クラスタ、ホスト サーバ、および仮想マ
シン）を管理する方法について説明します。

ライフサイクル

15

VM 電源管理、VM サイズ変更、VM スナップショット管理など、
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 VM に対
して実行する方法について説明します。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
17

概要
Cisco UCS Director のホスト名の設定

名前

章

説明

CloudSense

16

Cisco UCS Director で生成可能な、基礎となる物理インフラストラ
クチャと仮想インフラストラクチャに関する分析レポートについ
て説明します。

Cisco UCS Director のホスト名の設定
コマンド プロンプトを使用して Cisco UCS Director のアプライアンスのデフォルト ホスト名を変
更した場合は、この手順に従って /etc/hosts ファイル内の名前が更新されていることを確認す
る必要があります。

ステップ 1

root アカウントを使用してアプライアンスに SSH でログインします。

ステップ 2

/etc/hosts を編集して新しいホスト名を更新します。
単一ノードの環境では、次の形式でファイルを更新する必要があります。
vi /etc/hosts
198.51.100.1 new_hostname

マルチノードの環境では、他のノードのホスト名が 変更された場合は、 プライマリ ノード、サービス
ノード、およびデータベース ノード上で IP アドレスと新しいホスト名を更新する必要があります。次に
例を示します。
vi /etc/hosts
198.51.100.1 new_hostname
Ex:
198.51.100.2 UCSD_Primary
198.51.100.3 UCSD_Service
198.51.100.4 UCSD_Inv_DB
198.51.100.5 UCSD_Mon_DB

ステップ 3

アプライアンス サービスを再起動します。

暗号方式の操作
Cisco UCS Director の管理者は、プロパティ ファイルの暗号化を有効または無効にする能力を有し
ます。潜在的なセキュリティ リスクの暗号化を有効にすると、Cisco UCS Director ログファイルに
警告メッセージが記録されます。デフォルトでは、リスクをもたらすすべての暗号化は無効になっ
ています。/opt/infra/inframgr のフォルダにある
defaultEnabledCipherSuites.properties ファイルから特定の暗号方式を設定できます。
詳細については、暗号化使用率の編集, （19 ページ）を参照してください。
また、システム要件に基づいて暗号化標準設定で優先順位を変更できます。デフォルトでは、標
準的な暗号化は優先順位に従ってリストされています。
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概要
暗号化使用率の編集

Cisco UCS Director は、Java SE ランタイム環境に、Java Cryptograpy Extension（JCE）ポリシーの
ファイルの「limited」と「strong」をサポートしています。JCE ポリシーを「unlimited」と「strong」
に変更したい場合、Oracle の Web サイトから最新の JCE ポリシー ファイルをダウンロードして
インストールする必要があります。詳細については、Java Cryptograpy Extension（JCE）の最新の
ポリシー ファイルのインストール , （19 ページ）を参照してください。

暗号化使用率の編集
CipherSuites は defaultEnabledCipherSuites.properties ファイルに保持されます。ネッ
トワークのアプリケーション要件に基づき、このファイルの暗号化のリストを編集できます。
常に標準的な暗号化を使用し、破損している、あるいは危険な暗号化をアプリケーションに対し
て有効化しないことを推奨します。

ステップ 1

defaultEnabledCipherSuites.properties ファイルを開きます。
これらは iopt/infra/inframgr/ ディレクトリで使用可能です。

ステップ 2

壊れた暗号を使用するには、ファイル内に暗号を配置し、コメントアウトします。

ステップ 3

ファイルを保存します。

ステップ 4

サービスを再起動します。

Java Cryptograpy Extension（JCE）の最新のポリシー ファイルのインス
トール
最新の JCE ポリシー ファイルをダウンロードしてインストールするには、次の手順を実行しま
す。

ステップ 1

$JAVA_HOME/jre/lib/security フォルダ内の次のファイルのバックアップを取得します。
• local_policy.jar
• US_export_policy.jar
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概要
Java Cryptograpy Extension（JCE）の最新のポリシー ファイルのインストール

ステップ 2

http://www.oacle.com/technetwork/java/javase/downloads.index.htmlで Oracle Java SE のダウンロードのページ
にアクセスします。

ステップ 3

[追加リソース（Additional Resources）] セクションまでスクロールして Java Cryptography Extension (JCE)
Unlimited Strength Jurisdiction Policy File を見つけます。
Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files
for JDK/JRE 8 zip ファイルをダウンロードします。

ステップ 4
ステップ 5

zip ファイルを解凍します。

ステップ 6

local_policy.jar と US_export_policy.jar を $JAVA_HOME/jre/lib/security フォルダー内
で交換します。

ステップ 7

アプリケーションを再起動します。
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第

3

章

ユーザとグループの管理
この章は、次の項で構成されています。
• ユーザの役割, 21 ページ
• ユーザ ロールの追加, 23 ページ
• ユーザの追加, 24 ページ
• ユーザ タイプの管理, 26 ページ
• デフォルトのユーザ権限, 27 ページ
• ユーザ アカウント ステータスの管理, 53 ページ
• MSP 管理者ロール, 55 ページ
• グループの管理, 57 ページ
• 管理プロファイルの設定, 68 ページ
• ユーザ アクセス プロファイルの管理, 70 ページ
• 顧客組織のブランディング, 93 ページ
• ユーザ グループのブランディング, 94 ページ
• 顧客組織のブランディング, 95 ページ
• ログイン ページのブランディング, 97 ページ

ユーザの役割
Cisco UCS Director は次のユーザ ロールをサポートしています。
• すべてのポリシー管理者
• 請求管理者
• コンピューティング管理者
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ユーザとグループの管理
ユーザの役割

• グループ管理者：ユーザを追加する権限を持つエンド ユーザ。このユーザは エンド ユーザ
ポータル を使用できます。
• IS 管理者
• MSP 管理者
• ネットワーク管理者
• 演算子
• サービス エンド ユーザ：このユーザは エンド ユーザ ポータル の表示および使用のみが可
能です。
• ストレージ管理者
• システム管理者
これらのユーザ ロールはシステムで定義されており、Cisco UCS Director においてデフォルトで使
用できます。あるロールがデフォルトで使用できるかどうかは、[ユーザ（User）] ページの [デ
フォルトのロール（Default Role）] 列に [はい（Yes）] とマークされているかどうかで判別できま
す。

（注）

管理者は Cisco UCS Director にて、カスタム定義されたユーザ ロールまたはシステムが提供す
るユーザ ロールをユーザに割り当てることができます。付け加えて、最後の時点で、ユーザ
が割り当てられていた役割の情報を見ることができます。詳細については、『ユーザ用ユーザ
ロール情報の表示』を参照してください。
システムの管理者は、ユーザ ロールについて次のタスクを実行できます。
• システムのカスタム ユーザ ロールを作成し、この役割を持つユーザ アカウントを作成する
か、既存のユーザにロールを割り当てます。
新しいユーザ ロールを作成する場合は、ユーザ ロールを管理者またはエンド ユーザに割り
当てるかを指定できます。ユーザ ロールの作成の詳細については、ユーザ ロールの追加, （
23 ページ）を参照してください。特定のロールに対するユーザ アカウントの作成の詳細に
ついては、ユーザの追加, （24 ページ）を参照してください。
• デフォルトのロールを含む既存のユーザ ロールを変更し、そのロールに関連付けられたユー
ザのメニュー設定と読み取り/書き込み権限を変更します。
ロールのメニュー設定と権限を変更する手順は、ユーザ ロールを追加する手順と同じです。
ユーザに対する VM 管理タスクの実行権限の定義
従来は、VM 管理タスクの権限をエンド ユーザのみに提供するには、エンド ユーザ セルフサービ
ス ポリシーで権限を定義するしかありませんでした。現在では、システムの管理者は、VM 管理
タスクを実行する権限をどのユーザ ロールでも割り当てることができるようになりました。その
ロールに割り当てられたユーザは、選択された VM 管理関連タスクを実行できます。ただし、エ
ンド ユーザ用の VM 管理タスクを割り当てるには、エンド ユーザ セルフサービス ポリシーを使
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用して、最初にこのユーザ ロールのすべての VM 管理アクションを無効にし、次にそのほかの管
理タスクをすべて有効にする必要があります。
システムの全てのユーザが、VM 管理タスクを実行する機能は、以下によって決定されます。
• ユーザがマッピングされているユーザ ロールに割り当てられた権限
• VDC にマッピングされているエンド ユーザ セルフサービス ポリシー。
最新リリースにアップグレードした場合、VM 管理タスクを実行する権限は、以前のリリースバー
ジョンにおいて作成した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 ロールに対しては、現在のリリースへのアップグレード後に設定した権限が優先されます。

（注）

MSP 管理者や、グループ管理者のような他の管理者に VM 管理タスクの実行権限を付与する
には、ユーザ ロールにのみその権限を定義します。

ユーザ ロールの追加
Cisco UCS Director に任意の数のユーザ ロールを作成し、そのロールのユーザのメニュー設定を定
義できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザロール（User Roles）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[ユーザロールの追加（Add User Role）] 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

[ユーザロール（User Role）] フィールド

ユーザ ロールの名前。

[ロールタイプ（Role Type）] ドロップダウン リス
ト

追加するロールのタイプを選択します。次のいずれ
かを設定できます。
• [管理（Admin）]
• [エンド ユーザ（End user）]

[説明（Description）] フィールド

追加するロールの説明。
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ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[メニュー設定（Menu Settings）] ペインで、このロールを定義されたユーザに表示されるメニュー オプ
ションを選択します。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[ユーザ権限（User Permissions）] ペインでは、ユーザの利用可能なタスクに関連付けられた読み取りまた
は書き込み権限を選択します。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
このタイプのロールを持つユーザを作成します。

ユーザの追加
はじめる前に
グループにユーザを追加する前に、そのグループが作成されていることを確認してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ（Users）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[ユーザの追加（Add User）] 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。
フィールド名

説明

[ユーザロール（User Role）] ドロップダウン リス
ト

ユーザのロール タイプを選択します。
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（注）

このドロップダウン リストには、Cisco
UCS Director で使用可能なすべてのユーザ
ロールが表示されます。デフォルトで使
用可能なユーザ ロールに加えて、追加の
ユーザ ロールを作成できます。ユーザ
ロールの作成の詳細については、ユーザ
ロールの追加, （23 ページ）を参照して
ください。
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フィールド名

説明

[グループ名（Group Name）] ドロップダウン リス
ト

ユーザがアクセスできるグループを選択します。す
でに使用可能なグループを選択するか、または新し
いグループを追加できます。
（注）

このフィールドは、ユーザ ロールとして
サービス エンド ユーザまたはグループ管
理者を選択している場合にのみ表示され
ます。

[MSP 組織（MSP Organization）] ドロップダウン リ ユーザが管理する MSP 組織を選択します。
スト
現在使用可能な組織を選択するか、または新しい組
織を追加できます。
（注）

[ログイン名（Login Name）] フィールド

このフィールドは、ユーザ ロールとして
[MSP 管理者（MSP Admin）]を選択して
いる場合にのみ表示されます。

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

[パスワード（Password）] フィールド

パスワード。
（注）

[パスワードの確認（Confirm Password）] フィール
ド

ユーザに対して Lightweight Directory
Access Protocol（LDAP）認証を設定して
いる場合は、ローカル サーバではなく
LDAP サーバでのみパスワードが検証さ
れます。

確認のためにパスワードを再入力します。

[User Contact Email（ユーザの連絡先電子メール）] 電子メール アドレス。
フィールド
（注）
電子メール アドレスは、サービス リクエ
ストのステータスと承認についてグルー
プ所有者に通知するために必要です。
[名（First Name）] フィールド

名。

[姓（Last Name）] フィールド

姓。

[電話（Phone）] フィールド

ユーザの電話番号です。

[住所（Address）] フィールド

ユーザのオフィス住所です。
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フィールド名

説明

[ユーザ無効化の日付を設定（Set user disable date）] システムでユーザ アカウントを無効にする日時を
チェック ボックス
設定するには、このチェック ボックスをオンにし
ます。ユーザ アカウントが無効になると、ユーザ
はシステムにログインできなくなります。
この日付から 1 週間前に、アカウントが無効になる
ことを知らせる電子メール メッセージがユーザに
送信されます。この自動メール メッセージは、
PeriodicNotificationToUserTask システム タスクによっ
て生成され、送信されます。
指定された日時に、ユーザ アカウントが自動的に
無効になります。ユーザが指定した日付にシステム
にログインすると、ログイン セッションは自動的
に終了します。
[ロケール（Locale）] ドロップダウン リスト

このユーザのシステムの言語を個別に選択します。
デフォルトでは、原語は英語に設定されています。
このユーザがログインすると、ユーザインターフェ
イスは、選択した言語で表示されます。このロケー
ルの選択は、このユーザにのみ適用されます。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

次の作業
ユーザをメイン ウィンドウから選択し、[プロファイルの管理（Manage Profiles）] をクリックす
ると、任意でそのユーザに複数のロールを割り当てることができます。

ユーザ タイプの管理
システム管理者には、ユーザの追加、ユーザとユーザ権限の表示、さまざまなシステム コンポー
ネントに対する個別ユーザの読み取り/書き込み権限の変更などの、Cisco UCS Director を管理する
ためのすべての権限が与えられています。
ほとんどのユーザは、ログイン時に管理ポータルにアクセスします。
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デフォルトのユーザ権限
各管理ユーザには、Cisco UCS Director にアクセスするための一連の権限が付与されています。
ユーザ権限のタイプは次のとおりです。
• 読み取り：読み取り権限を持つ管理ユーザは、ファイルの読み取りのみを行うことができま
す。
• 書き込み：書き込み権限を持つ管理ユーザは、ファイルの読み取り、書き込み、および変更
を行うことができます。この権限では、ファイルの削除または名前変更を実行できます。
• 読み取り/書き込み：読み取り/書き込み権限が付与されている管理者ユーザは、ファイルの
読み取りおよび書き込みを実行できます。

ユーザの役割および権限
次の表に、各ユーザ ロールにマップされている権限のリストを示します。
権限

すべて
のポリ
シー管
理者

請求管 コン
理者
ピュー
ティ
ング
管理
者

グ
ルー
プ管
理者

IS 管理 MSP 管
者
理者

ネット
ワーク
管理者

演算子 サー スト
ビス レージ
エン 管理者
ド
ユー
ザ

仮想コン [読み取
ピュー
り
ティング （Read）]

[読み 読み [読み取 書き込 [読み取 [読み
読み [読み取
取り 取り/ り
み
り
取り
取り/ り
（Read）] 書き （Read）] （Write） （Read）] （Read）] 書き （Read）]
込み
込み
（ReadW
/ etri）
（ReadW
/e）
tir

VM ラベ
ル

書き 書き 書き込 書き込 書き込 書き込 書き 書き込
込み 込み み
み
み
み
込み み
（Write） （Write） （Write） （Write） （Write） （Write） （Wreti） （Write）

書き込
み
（Write）

vDC への 書き込
VM 割り み
当て
（Write）

書き込
み
（Write）

書き込
み
（Write）

仮想スト [読み取
レージ
り
（Read）]

[読み
取り
（Read）]

[読み取
り
（Read）]

[読み取 [読み
り
取り
（Read）] （Read）]

[読み取
り
（Read）]

仮想ネッ [読み取
トワーク り
（Read）]

[読み
取り
（Read）]

[読み取
り
（Read）]

[読み取 [読み
り
取り
（Read）] （Read）]

[読み取
り
（Read）]
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権限

すべて
のポリ
シー管
理者

請求管 コン
理者
ピュー
ティ
ング
管理
者

グ
ルー
プ管
理者

ネット
ワーク
管理者

演算子 サー スト
ビス レージ
エン 管理者
ド
ユー
ザ

[読み取
り
（Read）]

[読み取 [読み
[読
[読み取
り
取り
み取 り
（Read）] （Read）] り
（Read）]
（Read）]

物理コン 読み取
ピュー
り/書き
ティング 込み
（Read/Write）

読み
取り/
書き
込み
（ReadW
/ etri）

物理スト 読み取
レージ
り/書き
込み
（Read/Write）

[読み 読み [読み取
取り 取り/ り
（Read）] 書き （Read）]
込み
（ReadW
/ etri）

[読み取 [読み
[読
り
取り
み取
（Read）] （Read）] り
（Read）]

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

物理ネッ 読み取
トワーク り/書き
込み
（Read/Write）

[読み
取り
（Read）]

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み取
り/書き
込み
（ReadW
/ reti）

[読み取
り
（Read）]

読み取 [読み [読み 読み [読み取 読み取 [読み取 読み取
り/書き 取り
取り 取り/ り
り/書き り
り/書き
込み
（Read）] （Read）] 書き （Read）] 込み
（Read）] 込み
（Read/Write）
込み
（Read/Write）
（ReadW
/ reti）
（ReadW
/ etri）

読み [読み取
取り/ り
書き （Read）]
込み
（ReadW
/e）
tir

グループ
のサービ
ス リクエ
スト

サービス 書き込
リクエス み
トの作成 （Write）

[読み取
り
（Read）]

書き
込み
（Write）

承認者の
サービス
リクエス
ト

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み
取り/
書き
込み
（ReadW
/ etri）

予算

[読み取 読み取 [読み
り
り/書 取り
（Read）] き込み （Read）]
（ReadW
/ erti）

読み
取り/
書き
込み
（ReadW
/ etri）
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IS 管理 MSP 管
者
理者

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

書き込
み
（Write）

書き込 書き
み
込み
（Write） （Wreti）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み取 [読み
読み
り/書き 取り
取り/
込み
（Read）] 書き
（Read/Write）
込み
（ReadW
/e）
tir

[読み取 読み取 [読み取 [読み
り
り/書き り
取り
（Read）] 込み
（Read）] （Read）]
（Read/Write）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

[読み取
り
（Read）]
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権限

すべて
のポリ
シー管
理者

請求管 コン
理者
ピュー
ティ
ング
管理
者

グ
ルー
プ管
理者

IS 管理 MSP 管
者
理者

ネット
ワーク
管理者

演算子 サー スト
ビス レージ
エン 管理者
ド
ユー
ザ

リソース [読み取 [読み [読み [読み [読み取 [読み取 [読み取 [読み
[読
[読み取
アカウン り
取り
取り 取り り
り
り
取り
み取 り
ティング （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] り
（Read）]
（Read）]
チャージ [読み取 [読み [読み [読み [読み取 [読み取 [読み取 [読み
[読
[読み取
バック
り
取り
取り 取り り
り
り
取り
み取 り
（Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] り
（Read）]
（Read）]
システム [読み取
管理者
り
（Read）]

[読み
取り
（Read）]

[読み取
り
（Read）]

[読み取 [読み
り
取り
（Read）] （Read）]

[読み取
り
（Read）]

ユーザと [読み取
グループ り
（Read）]

[読み
取り
（Read）]

[読み取
り
（Read）]

[読み取 [読み
り
取り
（Read）] （Read）]

[読み取
り
（Read）]

仮想アカ [読み取
ウント
り
（Read）]

[読み
取り
（Read）]

[読み取
り
（Read）]

[読み取 [読み
り
取り
（Read）] （Read）]

[読み取
り
（Read）]

カタログ [読み取
り
（Read）]

[読み [読み [読み取 [読み取 [読み取 [読み
[読
[読み取
取り 取り り
り
り
取り
み取 り
（Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] り
（Read）]
（Read）]

vDC

[読み取
り
（Read）]

[読み [読み 読み取 [読み取 [読み取 [読み
[読
[読み取
取り 取り り/書き り
り
取り
み取 り
（Read）] （Read）] 込み
（Read）] （Read）] （Read）] り
（Read）]
（Read/Write）
（Read）]

コン
ピュー
ティング
ポリシー

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み
取り/
書き
込み
（ReadW
/ etri）

[読み取
り
（Read）]

[読み取 [読み
り
取り
（Read）] （Read）]

[読み取
り
（Read）]
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権限

すべて
のポリ
シー管
理者

請求管 コン
理者
ピュー
ティ
ング
管理
者

グ
ルー
プ管
理者

IS 管理 MSP 管
者
理者

ネット
ワーク
管理者

演算子 サー スト
ビス レージ
エン 管理者
ド
ユー
ザ

ストレー 読み取
ジ ポリ
り/書き
シー
込み
（Read/Write）

[読み
取り
（Read）]

[読み取
り
（Read）]

[読み取 [読み
り
取り
（Read）] （Read）]

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

ネット
読み取
ワーク ポ り/書き
リシー
込み
（Read/Write）

[読み
取り
（Read）]

[読み取
り
（Read）]

読み取 [読み
り/書き 取り
込み
（Read）]
（Read/Write）

[読み取
り
（Read）]

導入ポリ 書き込
シー
み
（Write）

[読み
取り
（Read）]

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

[読み取 [読み
り
取り
（Read）] （Read）]

[読み取
り
（Read）]

サービス 読み取
提供
り/書き
込み
（Read/Write）

[読み
取り
（Read）]

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

[読み取 [読み
り
取り
（Read）] （Read）]

[読み取
り
（Read）]

リソース [読み取 [読み [読み [読み [読み取 [読み取 [読み取 [読み
[読
[読み取
制限レ
り
取り
取り 取り り
り
り
取り
み取 り
ポート
（Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] （Read）] り
（Read）]
（Read）]
グループ [読み取
ユーザ
り
（Read）]

[読み 読み [読み取 読み取 [読み取 [読み
取り 取り/ り
り/書き り
取り
（Read）] 書き （Read）] 込み
（Read）] （Read）]
込み
（Read/Write）
（ReadW
/ etri）

CloudSense [読み取 読み取 [読み 読み [読み取
レポート り
り/書 取り 取り/ り
（Read）] き込み （Read）] 書き （Read）]
（ReadW
/ erti）
込み
（ReadW
/ etri）
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[読み取
り
（Read）]

[読み取 [読み
[読
[読み取
り
取り
み取 り
（Read）] （Read）] り
（Read）]
（Read）]
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権限

すべて
のポリ
シー管
理者

請求管 コン
理者
ピュー
ティ
ング
管理
者

グ
ルー
プ管
理者

IS 管理 MSP 管
者
理者

CloudSense [読み取 読み取 [読み
アセスメ り
り/書 取り
ント レ
（Read）] き込み （Read）]
ポート
（ReadW
/ erti）
オーケス 読み取
トレー
り/書き
ション
込み
（Read/Write）

検出

読み
取り/
書き
込み
（ReadW
/ etri）

[読み取 [読み [読み
り
取り
取り
（Read）] （Read）] （Read）]

ネット
ワーク
管理者

演算子 サー スト
ビス レージ
エン 管理者
ド
ユー
ザ

[読み取
り
（Read）]

[読み取
り
（Read）]

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

書き込
み
（Write）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

自動化モ
ジュール
を開く
CS 共有
レポート

読み
取り/
書き
込み
（ReadW
/ etri）

CS 共有
評価

読み
取り/
書き
込み
（ReadW
/ etri）

[読み取
り
（Read）]

[読
み取
り
（Read）]

リモート
VM アク
セス
モバイル
アクセス
設定
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ユーザとグループの管理
サーバ管理の権限

権限

すべて
のポリ
シー管
理者

請求管 コン
理者
ピュー
ティ
ング
管理
者

エンド
ユーザの
チャージ
バック

グ
ルー
プ管
理者

IS 管理 MSP 管
者
理者

[読み
取り
（Read）]

ネット
ワーク
管理者

[読み取
り
（Read）]

演算子 サー スト
ビス レージ
エン 管理者
ド
ユー
ザ
[読
み取
り
（Read）]

UCSD ク
ラスタ
リソース
グループ

読み
取り/
書き
込み
（ReadW
/ etri）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

タグ ライ
ブラリ

読み
取り/
書き
込み
（ReadW
/ etri）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

読み取
り/書き
込み
（Read/Write）

サーバ管理の権限
以前のリリースでは、物理サーバの管理手段として、Cisco UCS Director では次のオプションしか
提供していませんでした。
• 物理コンピューティングの読み取り
• 物理コンピューティングの書き込み
管理者が書き込み権限を有効にすると、ユーザは環境内のすべての Cisco UCS 物理サーバを管理
できるようになります。今回のリリースでは、[物理コンピューティングの書き込み（Write Physical
Computing）] 権限内に、次の新しい権限のカテゴリが導入されました。
• 物理サーバの管理
• その他の物理コンピューティング管理
[物理サーバ管理（Physical Server Management）] を有効にすると、Cisco UCS サーバの管理のみ可
能になります。このカテゴリには、次のアクションが含まれます。
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ユーザとグループの管理
すべてのポリシー管理者

• 電源管理（電源オン/オフ）
• グループ管理（グループの割り当ておよびグループの割り当て解除）
• インベントリ管理
• サーバ管理
• サーバ アクセス
ユーザに対してこれらのタスクを有効にすると、ユーザはポータルでこれらのアクションやタス
クを表示できるようになります。ただし、エンド ユーザの場合、これらのタスクを有効にして
も、Cisco UCS サーバでは次のタスクしか実行できません。
• 電源オン/オフ
• グループのおよび関連付け解除。
• KVM コンソール
[その他の物理コンピューティング管理（Other Physical Compute Management）] を有効にすると、
環境内の他の UCS サーバの管理タスクが有効になります。この権限が有効になっているユーザ
は、サービス プロファイルまたは VLAN の操作などのタスクを実行できます。

すべてのポリシー管理者
次の表は、全ポリシー管理者が実行できるアクションのリストを示します。
操作

権限
読み取り（Read）

仮想コンピューティング

書き込み（Write）

○

VM ラベル

○

vDC への VM 割り当て

○

仮想ストレージ

○

仮想ネットワーク

○

物理コンピューティング

○

○

物理ストレージ

○

○

物理ネットワーク

○

○

グループのサービス リク
エスト

○

○
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ユーザとグループの管理
すべてのポリシー管理者

操作

権限

サービス リクエストの作
成

○

承認者のサービス リクエ
スト

○

予算

○

リソース アカウンティン
グ

○

チャージバック

○

システム管理者

○

ユーザとグループ

○

仮想アカウント

○

カタログ

○

vDC

○

コンピューティング ポリ
シー

○

○

ストレージ ポリシー

○

○

導入ポリシー

○

ネットワーク ポリシー

○

○

サービス提供

○

○

リソース制限レポート

○

グループ ユーザ

○

CloudSense レポート

○

CloudSense アセスメント
レポート

○

オーケストレーション

○
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○

○

ユーザとグループの管理
請求管理者

操作

権限

検出

○

自動化モジュールを開く
CS 共有レポート
CS 共有評価
リモート VM アクセス
モバイル アクセス設定
エンド ユーザのチャージ
バック
リソース アカウンティン
グの書き込み
UCSD クラスタ
リソース グループ
タグ ライブラリ

請求管理者
次の表は、請求管理者が実行できるアクションのリストを示します。
操作

権限
読み取り（Read）

書き込み（Write）

仮想コンピューティング
VM ラベル
vDC への VM 割り当て
仮想ストレージ
仮想ネットワーク
物理コンピューティング
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ユーザとグループの管理
請求管理者

操作

権限

物理ストレージ
物理ネットワーク
グループのサービス リク
エスト

○

承認者のサービス リクエ
スト
予算

○

リソース アカウンティン
グ

○

チャージバック

○

○

システム管理者
ユーザとグループ
仮想アカウント
カタログ
vDC
コンピューティング ポリ
シー
ストレージ ポリシー
導入ポリシー
ネットワーク ポリシー
サービス提供
リソース制限レポート

○

グループ ユーザ
CloudSense レポート

○
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○

ユーザとグループの管理
コンピューティング管理者

操作

権限

CloudSense アセスメント
レポート

○

○

オーケストレーション
検出

○

自動化モジュールを開く
CS 共有レポート
CS 共有評価
リモート VM アクセス
モバイル アクセス設定
エンド ユーザのチャージ
バック
リソース アカウンティン
グの書き込み

○

UCSD クラスタ
リソース グループ
タグ ライブラリ

コンピューティング管理者
次の表は、コンピューティング管理者が実行できるアクションのリストを示します。
操作

権限
読み取り（Read）

書き込み（Write）

仮想コンピューティ ○
ング
VM ラベル

○

vDC への VM 割り
当て
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ユーザとグループの管理
コンピューティング管理者

操作

権限

仮想ストレージ

○

仮想ネットワーク

○

物理コンピューティ ○
ング
物理ストレージ

○

物理ネットワーク

○

○

グループのサービス ○
リクエスト
承認者のサービス
リクエスト

○

予算

○

リソース アカウン
ティング

○

チャージバック

○

システム管理者

○

ユーザとグループ

○

仮想アカウント

○

カタログ

○

vDC

○

コンピューティング ○
ポリシー
ストレージ ポリ
シー

○

導入ポリシー

○

ネットワーク ポリ
シー

○
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○

○

ユーザとグループの管理
コンピューティング管理者

操作

権限

サービス提供

○

リソース制限レポー ○
ト
グループ ユーザ

○

CloudSense レポート ○
CloudSense アセスメ ○
ント レポート
オーケストレーショ ○
ン
検出

○

○

自動化モジュールを
開く
CS 共有レポート
CS 共有評価
リモート VM アクセ
ス
モバイル アクセス
設定
エンド ユーザの
チャージバック
リソース アカウン
ティングの書き込み
UCSD クラスタ
リソース グループ

○

○

タグ ライブラリ

○

○
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ユーザとグループの管理
グループ管理者

グループ管理者
次の表は、グループ 管理者が実行できるアクションのリストを示します。
タスク

仮想コンピューティング

権限
読み取り（Read）

書き込み（Write）

○

○

VM ラベル

○

vDC への VM 割り当て
仮想ストレージ
仮想ネットワーク
物理コンピューティング
物理ストレージ

○

○

○

○

物理ネットワーク
グループのサービス リク
エスト
サービス リクエストの作
成
承認者のサービス リクエ
スト

○

○

予算
リソース アカウンティン
グ

○

チャージバック

○

システム管理者
ユーザとグループ
仮想アカウント
カタログ

○
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○

ユーザとグループの管理
グループ管理者

タスク

権限

vDC

○

コンピューティング ポリ
シー
ストレージ ポリシー
導入ポリシー
ネットワーク ポリシー
サービス提供
リソース制限レポート

○

グループ ユーザ

○

○

CloudSense レポート

○

○

○

○

CloudSense アセスメント
レポート
オーケストレーション
検出
自動化モジュールを開く
CS 共有レポート
CS 共有評価
リモート VM アクセス
モバイル アクセス設定
エンド ユーザのチャージ
バック

○

リソース アカウンティン
グの書き込み
UCSD クラスタ
リソース グループ
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ユーザとグループの管理
IS 管理者

タスク

権限

タグ ライブラリ

IS 管理者
次の表は、IS 管理者が実行できるアクションのリストを示します。
タスク

権限
読み取り（Read）

仮想コンピューティング

書き込み（Write）

○

VM ラベル

○

vDC への VM 割り当て

○

仮想ストレージ

○

仮想ネットワーク

○

物理コンピューティング

○

物理ストレージ

○

物理ネットワーク

○

グループのサービスリクエ ○
スト
承認者のサービスリクエス ○
ト
予算

○

リソースアカウンティング ○
チャージバック

○

システム管理者

○

ユーザとグループ

○

仮想アカウント

○
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○

ユーザとグループの管理
IS 管理者

タスク

権限

カタログ

○

vDC

○

コンピューティング ポリ
シー

○

ストレージ ポリシー

○

導入ポリシー

○

ネットワーク ポリシー

○

サービス提供

○

リソース制限レポート

○

グループ ユーザ

○

CloudSense レポート

○

○

○

○

CloudSense アセスメント レ ○
ポート
オーケストレーション
検出

○

○
○

自動化モジュールを開く
CS 共有レポート
CS 共有評価
リモート VM アクセス
モバイル アクセス設定
エンド ユーザのチャージ
バック
リソースアカウンティング
の書き込み
UCSD クラスタ
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ユーザとグループの管理
ネットワーク管理者

タスク

権限

リソース グループ

○

○

タグ ライブラリ

○

○

ネットワーク管理者
次の表は、ネットワーク 管理者が実行できるアクションのリストを示します。
タスク

権限
読み取り（Read）

仮想コンピューティング

書き込み（Write）

○

VM ラベル

○

vDC への VM 割り当て
仮想ストレージ

○

仮想ネットワーク

○

物理コンピューティング

○

物理ストレージ

○

物理ネットワーク

○

グループのサービス リク
エスト

○

承認者のサービス リクエ
スト

○

予算

○

リソース アカウンティン
グ

○

チャージバック

○

システム管理者

○
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○

○

ユーザとグループの管理
ネットワーク管理者

タスク

権限

ユーザとグループ

○

仮想アカウント

○

カタログ

○

vDC

○

コンピューティング ポリ
シー

○

ストレージ ポリシー

○

導入ポリシー

○

ネットワーク ポリシー

○

サービス提供

○

リソース制限レポート

○

グループ ユーザ

○

CloudSense レポート

○

CloudSense アセスメント
レポート

○

オーケストレーション

○

○

検出

○

○

○

自動化モジュールを開く
CS 共有レポート
CS 共有評価
リモート VM アクセス
モバイル アクセス設定
エンド ユーザのチャージ
バック
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ユーザとグループの管理
演算子

タスク

権限

リソース アカウンティン
グの書き込み
UCSD クラスタ
リソース グループ

○

○

タグ ライブラリ

○

○

演算子
次の表は、オペレーター が実行できるアクションのリストを示します。
タスク

権限
読み取り（Read）

仮想コンピューティング

○

VM ラベル

○

vDC への VM 割り当て

○

仮想ストレージ

○

仮想ネットワーク

○

物理コンピューティング

○

物理ストレージ

○

物理ネットワーク

○

グループのサービス リク
エスト

○

サービス リクエストの作
成

○

○

承認者のサービス リクエ
スト

○

予算

○
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書き込み（Write）

○

ユーザとグループの管理
演算子

タスク

権限

リソース アカウンティン
グ

○

チャージバック

○

システム管理者

○

ユーザとグループ

○

仮想アカウント

○

カタログ

○

vDC

○

コンピューティング ポリ
シー

○

ストレージ ポリシー

○

導入ポリシー

○

ネットワーク ポリシー

○

サービス提供

○

リソース制限レポート

○

グループ ユーザ

○

CloudSense レポート

○

CloudSense アセスメント
レポート

○

オーケストレーション
検出
自動化モジュールを開く
CS 共有レポート
CS 共有評価
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ユーザとグループの管理
サービス エンド ユーザ

タスク

権限

リモート VM アクセス
モバイル アクセス設定
エンド ユーザのチャージ
バック
リソース アカウンティン
グの書き込み
UCSD クラスタ
リソース グループ
タグ ライブラリ

サービス エンド ユーザ
次の表は、サービス エンド ユーザ が実行できるアクションのリストを示します。
タスク

仮想コンピューティング

権限
読み取り（Read）

書き込み（Write）

○

○

VM ラベル

○

vDC への VM 割り当て
仮想ストレージ
仮想ネットワーク
物理コンピューティング

○

物理ストレージ

○

物理ネットワーク
グループのサービス リク
エスト

○
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○

ユーザとグループの管理
サービス エンド ユーザ

タスク

権限

サービス リクエストの作
成
承認者のサービス リクエ
スト

○

○

○

予算
リソース アカウンティン
グ

○

チャージバック

○

システム管理者
ユーザとグループ
仮想アカウント
カタログ

○

vDC

○

コンピューティング ポリ
シー
ストレージ ポリシー
導入ポリシー
ネットワーク ポリシー
サービス提供
リソース制限レポート

○

グループ ユーザ
CloudSense レポート

○

CloudSense アセスメント
レポート
オーケストレーション
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ユーザとグループの管理
ストレージ管理者

タスク

権限

検出
自動化モジュールを開く
CS 共有レポート

○

CS 共有評価
リモート VM アクセス
モバイル アクセス設定
エンド ユーザのチャージ
バック

○

リソース アカウンティン
グの書き込み
UCSD クラスタ
リソース グループ
タグ ライブラリ

ストレージ管理者
次の表は、ストレージ 管理者が実行できるアクションのリストを示します。
タスク

権限
読み取り（Read）

仮想コンピューティング

○

VM ラベル

○

vDC への VM 割り当て
仮想ストレージ

○

仮想ネットワーク

○

物理コンピューティング

○
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書き込み（Write）

ユーザとグループの管理
ストレージ管理者

タスク

権限

物理ストレージ

○

物理ネットワーク

○

グループのサービス リク
エスト

○

承認者のサービス リクエ
スト

○

予算

○

リソース アカウンティン
グ

○

チャージバック

○

システム管理者

○

ユーザとグループ

○

仮想アカウント

○

カタログ

○

vDC

○

コンピューティング ポリ
シー

○

ストレージ ポリシー

○

導入ポリシー

○

ネットワーク ポリシー

○

サービス提供

○

リソース制限レポート

○

グループ ユーザ

○

CloudSense レポート

○

○

○

○
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タスク

権限

CloudSense アセスメント
レポート

○

オーケストレーション

○

○

検出

○

○

リソース グループ

○

○

タグ ライブラリ

○

○

自動化モジュールを開く
CS 共有レポート
CS 共有評価
リモート VM アクセス
モバイル アクセス設定
エンド ユーザのチャージ
バック
リソース アカウンティン
グの書き込み
UCSD クラスタ

ユーザ用ユーザ ロール情報の表示
システムの管理者は、カスタム定義されたユーザロールか、システムが提供するユーザロールを
ユーザに割り当てることができます。グループのすべてのユーザに対して最後の時点での情報を
見ることができます。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）] > [サマリー（Summary）] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで、グループを選択します。

ステップ 3

[ユーザ（Users）] タブを選択します。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
52

ユーザとグループの管理
ユーザ アカウント ステータスの管理

このページから、選択したグループに属するユーザの詳細情報を表示できます。[アクセス レベル（Access
Level）] カラムには、ユーザが割り当てられているシステム定義のロール、またはカスタム定義された
ロールが表示されます。
オプションで、すべてのユーザ情報を表示するために [管理者（Administration）] > [ユーザとグループ
（User and Groups）] > [ユーザ（User）] を選択できます。
グループ管理者がこの情報を表示するには、[組織（Organizations）] > [ユーザ（User）] を選択します。

ユーザ アカウント ステータスの管理
Cisco UCS Director には、システム内のユーザを有効または無効にする機能があります。ユーザ レ
コードを無効にすると、ユーザはシステムにログインできず、API を使用することもできません。
さらに、無効化されたユーザ レコードは、VM やポート グループの割り当てなどのアクションの
実行中に表示される、どの [ユーザ（User）] フィールドにも表示されません。ただし全システム
ユーザのレコードは、有効無効にかかわらず、[ユーザ（Users）] タブに表示されます。このタブ
の [ステータス（Status）] カラムは、ユーザ アカウント ステータスが [無効化（Disabled）] また
は [有効化（Enabled）] の場合に表示されます。
次のいずれかの方法でユーザを無効にできます。
• アカウントの作成時に、ユーザを無効にする日付を設定できます。詳細については、ユーザ
の追加, （24 ページ）を参照してください。
• [ユーザ（Users）] ページでユーザを無効にします。詳細については、Cisco UCS Director ユー
ザ アカウントの無効化, （54 ページ）を参照してください。
• MSP 組織または顧客組織のすべてのユーザを無効にします。詳細については、グループ内の
ユーザ アカウントを無効にする, （55 ページ）を参照してください。

（注）

ユーザ アカウントを無効にしても、後でアカウント再有効にできます。

ユーザのリソースの割り当て解除
Cisco UCS Director では、ユーザに割り当てられたリソースを解除できます。
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（注）

システムでユーザ アカウントを無効にする前に、ユーザへのリソース割り当てを解除できま
す。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ（Users）] タブを選択します。

ステップ 3

レポートからユーザを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 4

[リソースの詳細（Resource Details）] レポートで、ユーザの割り当てを解除するリソースを選択します。
複数のリソースを選択できます。

ステップ 5

[Unassign（割り当て解除）] をクリックします。

ステップ 6

[リソースの割り当て解除（Unassign Resource）] ダイアログ ボックスで、[割り当て解除（Unassign）] を
クリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

次の作業
このリソースは、システム内の別のユーザに割り当てることができます。

Cisco UCS Director ユーザ アカウントの無効化
Cisco UCS Director で特定のユーザ アカウントを無効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ（Users）] タブをクリックします。

ステップ 3

テーブルからユーザ アカウントを選択します。
複数のユーザを選択できます。

ステップ 4

ツールバーで、[無効化（Disable）] を選択します。

ステップ 5

[ユーザの無効化（Disable User）] ダイアログ ボックスで、[無効化（Disable）] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
ユーザのアカウントが、グラフィカル ユーザ インターフェイスまたは API を通じたシステムにログイン
している場合、そのユーザ セッションを無効化したただちに終了するものとします。無効化されたユーザ
はアプリケーションにログインできません。
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次の作業
ユーザ アカウントは、後で有効にすることができます。有効にするには、[ユーザ（Users）] ペー
ジに戻り、そのユーザを選択して [有効化（Enable）] をクリックします。

グループ内のユーザ アカウントを無効にする
MSP組織またはお客様の組織内のユーザアカウントを無効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[MSP組織（MSP Organizations）] タブまたは [顧客組織（Customer Organizations）] タブをクリックします。
これらのタブの名前は目安にすぎません。[サービス プロバイダー機能（Service Provider Feature）] を有
効にしている場合は、第 1 レベルと第 2 レベルの組織の名前を指定する必要があります。指定した名前
は、インターフェイスのタブとして表示されます。

ステップ 3

テーブルからグループを選択します。
複数のグループを選択できます。

ステップ 4

[ユーザの無効化（Disable Users）] をクリックします。

ステップ 5

[ユーザの無効化（Disable Users）] ダイアログ ボックスで、[ユーザの無効化（Disable Users）] をクリック
します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

次の作業
[MSP 組織（MSP Organizations）] タブまたは [お客様の組織（Customer Organizations）] タブから
のグループ内のすべてのユーザ アカウントを有効化するにはグループを選択し、[ユーザの有効化
（Enable Users）] をクリックします。

MSP 管理者ロール
マネージド サービス プロバイダー（MSP）の組織は、Cisco UCS Director での顧客グループのタ
イプです。これは、システム内において親組織と見なすことができます。このMSP組織内で、複
数のサブカテゴリまたは子組織をグループ化できます。たとえば、Cisco Systems のような企業名
は MSP 組織を表します。この MSP 組織内で、人事、財務、運営などの複数の顧客グループを作
成できます。これらのグループは MSP 組織内の顧客グループと見なされます。
管理者は、Cisco UCS Director の各 MSP に必要です。この管理者は MSP 管理者と呼ばれます。こ
の管理者は、MSP 組織と MSP 組織内のすべての顧客組織を管理します。
Cisco UCS Director のグローバル管理者である場合の、MSP 組織および MSP 管理者を作成するス
テップの推奨手順を以下に示します。
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1 Cisco UCS Director でサービス プロバイダー機能を有効にします。詳細については、サービス
プロバイダー機能の有効化, （141 ページ）を参照してください。
2 MSP 組織を作成します。詳細については、MSP 組織の作成, （58 ページ）を参照してくださ
い。
3 MSP 組織内で顧客グループを作成します。詳細については、顧客組織の作成, （59 ページ）
を参照してください。
4 Cisco UCS Director で MSP 管理者ロール権限を持つユーザ アカウントを作成します。このユー
ザ アカウントを作成するときに、このユーザが管理できる MSP 組織を選択し、新しい MSP 組
織を作成することもできます。特定のロールを持つユーザ アカウントを作成する方法の詳細に
ついては、ユーザの追加, （24 ページ）を参照してください。
ロールによって、ユーザが Cisco UCS Director で確認できるメニューおよびタブが定義されま
す。通常、MSP 管理者には次のメニューが必要です。
• 組織
• ポリシー
• CloudSense
MSP 組織および MSP 管理者ロールの作成に加えて、ロゴやアプリケーション ラベルをカスタマ
イズしてこれらの組織をブランディングすることもできます。詳細については、顧客組織のブラ
ンディング, （95 ページ）を参照してください。

（注）

Cisco UCS Director は、グローバル レベル、MSP 組織レベル、および顧客組織レベルでのブラ
ンディングをサポートしています。ただし、ユーザがどこまで詳細にブランディングを表示で
きるかは、特定のガイドラインによって制限されます。詳細については、顧客組織のブラン
ディング, （93 ページ）を参照してください。
MSP 管理者向けに、次の表に Cisco UCS Director で実行できるタスクが記載されています。この
ガイドでの手順情報のセクションも表示されています。
タスク

ガイドの情報へのリンク

管理する顧客組織の作成

顧客組織の作成, （59 ページ）

顧客組織への特定のブランディングの適用

顧客組織のブランディング, （95 ページ）

VM をプロビジョニングするためのポリシーの ポリシーの管理, （187 ページ）
作成と管理
Cloudsense 分析 を使用したレポートを生成
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CloudSense 分析の管理, （379 ページ）
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グループの管理
ユーザ グループの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ グループ（User Groups）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[グループの追加（Add Group）] 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。
フィールド名

説明

[名前（Name）] フィールド

グループまたは顧客組織の名前。
次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $% ^ {}! '@

[説明（Description）] フィー グループまたは顧客組織の説明（必要な場合）。
ルド
[コード（Code）] フィールド グループの短い名前またはコード名。この名前は、VM とホスト名テンプ
レートで使用されます。
[コストセンター（Cost
Center）] フィールド

（任意）コスト センターの名前または番号（必要な場合）。この名前ま
たは番号は、グループが関連付けられているコストセンターを表します。
この名前は、VMware システム ポリシー VM の命名規則で使用できます。
命名規則にコスト センターを使用する方法の詳細については、ポリシー
の管理, （187 ページ）を参照してください。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）] フィール
ド

この電子メールは、必要に応じてサービス リクエストおよびリクエスト
承認のステータスをグループ所有者に通知する目的で使用されます。

[名（First Name）] フィール
ド

連絡先の名。

[姓（Last Name）] フィール
ド

連絡先の姓。

[電話（Phone）] フィールド

連絡先の電話番号。

[住所（Address）] フィールド 連絡先の住所。
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フィールド名

説明

[グループ共有ポリシー
（Group Share Policy）] ド
ロップダウン リスト

このグループのユーザのグループ共有ポリシーを選択します。
このドロップダウン リストにデータが取り込まれるのは、グループ共有
ポリシーを作成した場合だけです。
このポリシーの作成の詳細については、グループ共有ポリシーの作成, （
197 ページ）を参照してください。

[ユーザへのリソース割り当
てを許可（Allow Resource
Assignment To Users）] チェッ
ク ボックス

ステップ 5

オンにすると、このグループのユーザは、そのユーザに割り当てられたリ
ソースを持ち、これらのリソースを所有できるようになります。また、こ
れらのユーザは、グループに属するリソースを確認できます。ただし、
ユーザ間でリソースを共有することはできません。

[追加（Add）] をクリックします。

次の作業
さらにグループを追加する場合は、この手順を繰り返します。追加するグループごとに、リソー
ス制限を編集し、タグを管理し、ロゴおよびアプリケーション ラベルをカスタマイズすることが
できます。

MSP 組織の作成
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[MSP組織（MSP Organizations）] タブをクリックします。
これらのタブの名前は目安にすぎません。[サービス プロバイダー機能（Service Provider Feature）] を有効
にしている場合は、第 1 レベルと第 2 レベルの組織の名前を指定する必要があります。指定した名前は、
インターフェイスのタブとして表示されます。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[MSP組織の追加（Add MSP Organizations）] 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。
フィールド名

説明

[名前（Name）] フィールド

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

[説明（Description）] フィー MSP 組織の説明（必要な場合）。
ルド
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フィールド名

説明

[コード（Code）] フィールド グループの短い名前またはコード名。この名前は、VM とホスト名テンプ
レートで使用されます。
[コストセンター（Cost
Center）] フィールド

コスト センターの名前または番号（必要な場合）。この名前または番号
は、グループが関連付けられているコスト センターを表します。この名
前は、VMware システム ポリシー VM の命名規則で使用できます。
命名規則にコスト センターを使用する方法の詳細については、ポリシー
の管理, （187 ページ）を参照してください。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）] フィール
ド

この電子メールは、必要に応じてサービス リクエストおよびリクエスト
承認のステータスを MSP 管理者に通知する目的で使用されます。

[名（First Name）] フィール
ド

連絡先の名。

[姓（Last Name）] フィール
ド

連絡先の姓。

[電話（Phone）] フィールド

連絡先の電話番号。

[住所（Address）] フィールド 連絡先の住所。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

次の作業
作成するMSP組織ごとに、リソース制限を編集し、タグを管理し、ロゴおよびアプリケーション
ラベルをカスタマイズできます。各 MSP 組織内でお客様の組織を作成できます。

顧客組織の作成
MSP 組織内で顧客組織を作成するには、この手順に従います。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[顧客組織（Customer Organizations）] タブをクリックします。
このタブ名は目安にすぎません。[サービス プロバイダー機能（Service Provider Feature）] を有効にしてい
る場合は、第 1 レベルと第 2 レベルの組織の名前を指定する必要があります。これらの名前は、インター
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フェイスのタブとして表示されます。[サービス プロバイダー機能（Service Provider Feature）] を無効にし
ている場合は、[顧客組織（Customer Organizations）] タブのみが表示されます。
ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[グループの追加（Add Group）] 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。
フィールド名

説明

[名前（Name）] フィールド

グループまたは顧客組織の名前。
次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $% ^ {}! '

[説明（Description）] フィー グループまたはお客様の組織の説明（必要な場合）。
ルド
[MSPグループ名（MSP Group ドロップダウン リストから MSP 組織名を選択します。
Name）] フィールド
このリストには、現在管理できるすべてのグループが含まれています。た
とえば、システムのグローバル管理者である場合、このリストには管理対
象のすべての組織が表示されます。ただし、MSP 管理者の場合、このリ
ストには管理者権限がある組織が表示されます。
[コード（Code）] フィールド グループの短い名前またはコード名。この名前は、VM とホスト名テンプ
レートで使用されます。
[コストセンター（Cost
Center）] フィールド

（任意）コスト センターの名前または番号（必要な場合）。この名前ま
たは番号は、グループが関連付けられているコストセンターを表します。
この名前は、VMware システム ポリシー VM の命名規則で使用できます。
命名規則にコスト センターを使用する方法の詳細については、ポリシー
の管理, （187 ページ）を参照してください。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）] フィール
ド

この電子メールは、必要に応じてサービス リクエストおよびリクエスト
承認のステータスをグループ所有者に通知する目的で使用されます。

[名（First Name）] フィール
ド

連絡先の名。

[姓（Last Name）] フィール
ド

連絡先の姓。

[電話（Phone）] フィールド

連絡先の電話番号。

[住所（Address）] フィールド 連絡先の住所。
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ステップ 5

フィールド名

説明

[グループ共有ポリシー
（Group Share Policy）] ド
ロップダウン リスト

このグループのユーザのグループ共有ポリシーを選択します。

[ユーザへのリソース割り当
てを許可（Allow Resource
Assignment To Users）] チェッ
ク ボックス

オンにすると、このグループのユーザは、そのユーザに割り当てられたリ
ソースを持ち、これらのリソースを所有できるようになります。また、こ
れらのユーザは、グループに属するリソースを確認できます。ただし、
ユーザ間でリソースを共有することはできません。

このドロップダウン リストにデータが取り込まれるのは、グループ共有
ポリシーを作成した場合だけです。このポリシーの作成の詳細について
は、グループ共有ポリシーの作成, （197 ページ）を参照してください。

[追加（Add）] をクリックします。

次の作業
さらにお客様の組織を追加する場合は、この手順を繰り返します。追加するお客様の組織ごとに、
リソース制限を編集したり、タグを管理したり、ロゴおよびアプリケーション ラベルをカスタマ
イズしたりすることができます。

パスワード ポリシー
パスワードポリシーはすべてのユーザに適用され、すべてのユーザタイプに関して、ユーザを追
加するか、パスワードを変更する際に適用されます。このポリシーによって、次のパスワード制
限が適用されます。
• パスワードの長さ
• パスワードをユーザ名と同じにすることができるかどうか
• 現在のパスワードを新規パスワードとして設定できるかどうか
• 特定の正規表現はパスワードでは許可されていないかどうか

パスワード ポリシーの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[パスワード ポリシー（Password Policy）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[パスワードの最小長（Minimum Password Length）] パスワードの最小文字数を選択します。
（注）
ドロップダウン リスト
パスワードの最小長は 4 文字未満にする
ことはできません。
[パスワードの最大長（Maximum Password Length）] パスワードの最大文字数を選択します。
（注）
ドロップダウン リスト
パスワードの最大長は 127 文字までで
す。
[文字クラスの最小数（Minimum Character Classes）] 大文字、小文字、数字、特殊文字などの文字クラス
ドロップダウン リスト
の最小数を選択します。
[パスワードでのログイン名の使用を許可しない
（Disallow Login in Password）] チェック ボックス

ログイン ID と同じパスワードの使用を禁止するに
は、チェック ボックスをオンにします。

[前のパスワードを許可しない（Disallow Previous
Password）] チェック ボックス

新しいパスワードとして以前のパスワードの使用を
禁止するには、このチェック ボックスをオンにし
ます。

[正規表現と一致するパスワードを許可しない
パスワードでの使用を禁止する正規表現（1 行に 1
（Disallow Passwords that match regular expression）] つずつ）。たとえば、「.*abc.*」と指定した場合
フィールド
は、パスワードに「abc」という文字列を含めるこ
とができなくなります。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

グループ予算ポリシー
チャージバック機能を使用して、リソースが計上されます。グループまたは顧客の組織ごとのリ
ソース使用に対して、エンティティを予算ポリシーに関連付けます。
グループまたは顧客の組織を予算の監視機能付きで設定して、グループまたは顧客の組織が、プ
ロビジョニングされた予算内で収まるようにすることも、予算を超過できるように設定すること
もできます。
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グループ予算ポリシーの表示および編集

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ グループ（User Group）] タブを選択します。

ステップ 3

リストからグループを選択します。

ステップ 4

[予算ポリシー（Budget Policy）] をクリックします。

ステップ 5

[予算ポリシー（Budget Policy）] 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

[予算の監視の有効化（Enable Budget Watch）] チェッ このグループの予算の使用状況をモニタするには、
ク ボックス
このチェックボックスをオンにします。このグルー
プのすべての予算エントリを無視するには、この
チェック ボックスをオフにします。
[予算超過を許容（Allow Over Budget）] チェック
ボックス

ステップ 6

グループメンバーの プロビジョニング予算を超え
るには、チェック ボックスをオンにします。予算
をすべて消化した場合に、新しい予算が追加される
まですべてのリクエストを却下するには、チェック
ボックスをオフにします。

[保存（Save）] をクリックします。

リソース制限値
リソース使用率を管理するために、グループ、お客様の組織またはテナントのリソース制限値を
設定できます。次の制限値を指定できます。
• 仮想リソース
• オペレーティング システム リソース
• 物理リソース

（注）

オペレーティング システム リソースと物理リソースの制限に関する設定は、パブリック クラ
ウドではサポートされません。
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サービス プロバイダーの有効時のリソース制限の注意事項
Cisco UCS Director で [サービス プロバイダー機能（Service Provider Feature）] を有効にしている場
合は、リソース制限値を設定するときに次の事項に留意してください。
• 親組織に設定された制限値によって、親組織内の顧客グループとコンテナに対し設定できる
制限値が決まります。
• 特定の顧客グループにリソース制限値を追加していないが、そのグループ内のコンテナに対
し制限値を指定している場合は、親組織内の別の顧客グループに制限値を設定する前にリ
ソース制限値の合計を考慮する必要があります。
• すべての顧客グループとその中のコンテナに設定されたリソース制限値の合計が親組織に設
定されたリソース制限値を超えることはできません。
• 特定の顧客グループにはリソース制限値を追加しないが、そのグループ内のコンテナに対し
リソース制限値を指定する場合は、親組織に制限値を設定する前にすべてのコンテナのリ
ソース制限値の合計を考慮する必要があります。
たとえば、親組織であるテナント 1 に 3 つの顧客グループ グループ A、グループ B およびグルー
プ C があるとします。テナント 1 に対しリソース制限値 10 を設定した場合、テナント 1 内のすべ
ての顧客グループに指定された累積のリソース制限値が10を超えてはなりません。累積のリソー
ス制限値には、顧客グループおよびコンテナに適用されるリソース制限値が含まれます。
グループ A にはコンテナ C1 と C2 があり、リソース制限値 4 がその顧客グループに割り当てられ
ています。グループ B にはコンテナ C3 と C4 があり、それぞれのコンテナのリソース制限値は 2
です。この設定は、グループ C とその中のすべてのコンテナに設定できるリソース制限値の最大
値は 2（テナント 1 に対するリソース制限値からグループ A、グループ B およびコンテナ C1、
C2、C3 および C4 に対するリソース制限値の合計を引いた値）であることを意味しています。
サービス プロバイダーの無効時のリソース制限の注意事項
サービス プロバイダー機能を無効にしている場合は、親組織は 1 つだけです。そのため、親組織
に対しリソース制限値を設定している場合は、すべての顧客グループに指定する制限値の合計が
親のリソース制限値を超えてはいけません。
たとえば、親組織内に 2 つの顧客グループ、グループ A とグループ B があるとします。そして、
親組織の制限値を 10 に設定し、グループ A の制限値を 5 に設定したとします。この場合、グルー
プ B に設定するリソース制限値は 5（親組織のリソース制限値からグループ A のリソース制限値
を引いた値）を超えてはいけません。
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リソース制限の表示

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）] > [サマリー（Summary）] の順に選択します。

ステップ 2

グループを選択します。

ステップ 3

[リソース制限（Resource Limits）] タブを選択して、選択したグループのリソースの現在の制限、使用状
況、保留中の SR の使用、およびステータスを表示します。

リソース制限の編集

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

組織またはカスタマー グループのリソース制限を編集する場合は、[顧客組織（Customer Organization）]
タブまたは [MSP組織（MSP Organization）] タブを選択します。
重要
これらのタブの名前は目安にすぎません。[サービス プロバイダー機能（Service Provider Feature）]
を有効にしている場合は、第 1 レベルと第 2 レベルの組織の名前を指定する必要があります。指
定した名前は、インターフェイスのタブとして表示されます。

ステップ 3

ユーザ グループのリソース制限を編集するには、[ユーザ グループ（User Groups）] タブを選択します。

ステップ 4

グループをテーブルから選択し、[リソース制限の編集（Edit Resources Limits）] をクリックします。[リ
ソース制限（Resource Limit）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 5

[リソース制限（Resource Limit）] ダイアログ ボックスで、[リソースの制限の有効化（Enable Resource
Limits）] チェック ボックスをオンにして、以下のフィールドに値を入力します。
フィールド名

説明

[グループ（Group）] フィールド

選択したグループ名。

[リソースの制限の有効化（Enable Resource Limits）] リソース制限を有効にする場合は、このチェック
チェック ボックス
ボックスをオンにします。リソース制限を無効にす
る場合は、このチェックボックスをオフにします。
チェック ボックスをオンにすると、グループに対
するリソース制限を設定するためのオプションが示
され、ゼロ以外のリソース制限がすべて適用されま
す。
[アクティブな VM の最大数（Maximum Active VM
Count）] フィールド

アクティブな VM の最大数。
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フィールド名

説明

[VM の最大合計数（Maximum Total VM Count）]
フィールド

VM の合計数。

[VDC の最大合計数（Maximum Total VDC Count）] VDC の合計数。
フィールド
VM のプロビジョニング時に、ユーザが指定する
VDC の数がこのフィールドに指定した数を超過す
ると、エラー メッセージが表示されます。
[プロビジョニング済みVCPUの制限（Provisioned
vCPUs Limit）] フィールド

プロビジョニング済み vCPU の最大数。

[プロビジョニング済みメモリの制限(GB)
（Provisioned Memory (GB) Limit）] フィールド

プロビジョニング済みメモリの制限（GB）。

[プロビジョニング済みディスクの制限(GB)
（Provisioned Disk (GB) Limit）] フィールド

プロビジョニング済みディスクの制限（GB）。

[予約済みCPUの制限(GHz)（Reserved CPU (GHz)
Limit）] フィールド

予約済み CPU の制限（GHz）。

[予約済みメモリの制限(GB)（Reserved Memory (GB) 予約済みメモリの制限（GB）。
Limit）] フィールド
[スナップショットの制限(GB)（Maximum Snapshot 最大のスナップショット制限（GB）。
(GB) Limit）] フィールド
[非アクティブな VM のCPUとメモリのカウント
グループの非アクティブな VM CPU またはメモリ
（Count CPU and Memory for Inactive VMs）] チェッ データをリソース制限の計算に含める場合は、この
ク ボックス
チェック ボックスをオンにします。非アクティブ
な VM CPU またはメモリ データをリソース計算か
ら除外するには、このチェック ボックスをオフに
します。
[OS リソース制限（OS Resource Limits）]
（注）
OS のリソース制限および物理リソースの制限の設定は、パブリック クラウドではサポートさ
れません。
[CentOS] フィールド

CentOS（Community Enterprise Operating System）
サーバの最大数。

[Windows Server 2003] フィールド

Windows 2003 サーバの最大数。

[Windows Server 2008] フィールド

Windows 2008 サーバの最大数。
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フィールド名

説明

[Windows Server 2012] フィールド

Windows 2012 サーバの最大数。

[Windows 7] フィールド

Windows 7 マシンの最大数。

[Windows XP] フィールド

Windows XP マシンの最大数。

[Red Hat] フィールド

Red Hat マシンの最大数。

[Ubuntu] フィールド

Ubuntu マシンの最大数。

[FreeBSD] フィールド

FreeBSD マシンの最大数。

[その他のLinux（Other Linux）] フィールド

その他の Linux OS の最大数。

[その他（Other）] フィールド

その他の OS の最大数。

[物理リソース制限（Physical Resource Limits）]
[vFilerの最大数（Maximum vFiler Count）] フィール vFiler の最大数。
ド
[物理ストレージの最大容量(GB)（Maximum Physical ストレージの最大容量。
Storage Space (GB)）] フィールド
[物理サーバの最大数（Maximum Physical Server
Count）] フィールド

サーバの最大数。

[フル幅の物理サーバの最大数（Maximum Full Width フル レングス物理サーバの最大数。
Physical Server Count）] フィールド
このフィールドに指定するサーバの数は [ハーフ幅
の物理サーバ最大数（Maximum Half Width Physical
Server Count）] フィールドで指定され、追加された
サーバの数が [最大物理サーバ数（Maximum Physical
Server Count）] フィールドで指定されたサーバの数
以下である必要があります。
重要

現在、このフィールドは Cisco UCS ブレー
ド サーバのみに適用できます。
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フィールド名

説明

[ハーフ幅の物理サーバ最大数（Maximum Half Width ハーフ長物理サーバの最大数。
Physical Server Count）] フィールド
このフィールドに指定するサーバの数は [フル幅の
物理サーバの最大数（Maximum Full Width Physical
Server Count）] フィールドで指定され、追加された
サーバの数が [最大物理サーバ数（Maximum Physical
Server Count）] フィールドで指定されたサーバの数
以下である必要があります。
重要

[物理サーバの最大メモリ(GB)（Maximum Physical
Server Memory (GB)）] フィールド

現在、このフィールドは Cisco UCS ブレー
ド サーバのみに適用できます。

サーバの最大メモリ容量。

[物理サーバの最大CPU数（Maximum Physical Server サーバ CPU の最大数。
CPU Count）] フィールド

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

管理プロファイルの設定
管理者プロファイルの作成
手順の概要
1. メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選
択します。
2. [ログインユーザ（Login User）] タブを選択します
3. [追加（Add）] をクリックします。
4. [ユーザの追加（Add User）] 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。
5. [追加（Add）] をクリックします。
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手順の詳細
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ログインユーザ（Login User）] タブを選択します

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ユーザの追加（Add User）] 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。

ステップ 5

フィールド名

説明

[ユーザタイプ（User Type）] のドロップダウン リ
スト

ユーザ タイプに [システム管理（System Admin）]
を選択します。システム管理者には、すべての権限
が与えられています。

ログイン名（Login Name）

ログイン名。デフォルトは[管理者（admin）]です。

[パスワード（Password）]

管理者アカウントのパスワード。

[パスワードの確認（Confirm Password）]

確認のために管理者アカウントのパスワードを再入
力します。

[ユーザの連絡先メール（User Contact Email）]

管理者の電子メール アドレス。

名

管理者の名。

姓

管理者の姓。

電話

管理者の電話番号。

アドレス（Address）

管理者の住所。

[追加（Add）] をクリックします。
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管理者パスワードの変更

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ログイン名（Login Name）] の列で、[管理者（admin）] を選択します。

ステップ 3

[パスワードの変更（Change Password）] をクリックします。

ステップ 4

[パスワードの変更（Change Password）] ダイアログ ボックスで、管理ユーザの新しいパスワードを入力
し、確認します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

現在のオンライン ユーザの表示
手順の概要
1. メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選
択します。
2. オンライン ユーザのリストを表示するには、[現在のオンラインユーザ（Current Online Users）]
タブを選択します。各ユーザのユーザ名、IP アドレス、セッションの開始時刻、最終データ
アクセス、およびクライアントの一覧を表示します。

手順の詳細
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

オンライン ユーザのリストを表示するには、[現在のオンラインユーザ（Current Online Users）] タブを選
択します。各ユーザのユーザ名、IP アドレス、セッションの開始時刻、最終データ アクセス、およびク
ライアントの一覧を表示します。

ユーザ アクセス プロファイルの管理
マルチロール アクセス プロファイル
1 人のユーザを複数のロールに割り当てることができます。これは、1 つのユーザ アクセス プロ
ファイルとしてシステム内で反映されます。たとえば、あるユーザが、グループ管理者、および
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全ポリシーの管理者として Cisco UCS Director にログインしようとした場合、両方のタイプのアク
セスが適切であれば、いずれのログインも可能です。
アクセス プロファイルは、ユーザごとに表示できるリソースも定義します。リリース Cisco UCS
Director5.4 では、シングル ユーザへの複数のプロファイルのサポートが導入されました。バージョ
ン 5.4 をインストールし、ユーザ アカウントが複数のグループに関連付けられている場合、シス
テムはユーザ アカウント用に複数のプロファイルを作成します。ただし、以前のバージョンから
システムをバージョン 5.4 にアップグレードし、[LDAP シンク タスク（LDAPSyncTask）] が実行
されていない場合、デフォルトでは、1 つのプロファイルだけが、システムのユーザ アカウント
用にリストされます。
LDAP ユーザを Cisco UCS Director に統合するときにユーザが複数のグループに属している場合、
システムにより各グループのプロファイルが作成されます。ただし、デフォルトでは、ドメイン
ユーザ プロファイルが LDAP ユーザに追加されます。

（注）

[プロファイルの管理（Manage Profiles）] 機能を使用して、ユーザ アクセス プロファイルに対
して追加、ログイン、編集、または削除を行うことができます。

ユーザ アクセス プロファイルの作成
手順の概要
1. メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選
択します。
2. [ログインユーザ（Login Users）] タブを選択します。
3. リストからユーザを選択します。
4. [プロファイルの管理（Manage Profiles）] をクリックします。
5. [プロファイルの管理（Manage Profile）] ウィンドウで、[追加]（+）をクリックします。
6. [アクセスプロファイルへのエントリの追加（Add Entry to Access Profiles）] 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。
7. [送信（Submit）] をクリックします。
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手順の詳細
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ログインユーザ（Login Users）] タブを選択します。

ステップ 3

リストからユーザを選択します。

ステップ 4

[プロファイルの管理（Manage Profiles）] をクリックします。

ステップ 5

[プロファイルの管理（Manage Profile）] ウィンドウで、[追加]（+）をクリックします。

ステップ 6

[アクセスプロファイルへのエントリの追加（Add Entry to Access Profiles）] 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。
フィールド名

説明

[名前（Name）] フィールド

プロファイル名。

[説明（Description）] フィールド

プロファイルの説明です。

[タイプ（Type）] ドロップダウン リスト

ユーザ ロールのタイプを選択します。

[顧客組織（Customer Organizations）] ドロップダウ このユーザ プロファイルを適用する組織を選択し
ン リスト
ます。
[ユーザがアクセスを持つすべてのその他のグルー ユーザがアクセスできるか、属する他のグループす
プのリソースを表示（Show Resources From All Other べてのリソースを表示できるようにするには、この
Groups the user has access）] チェック ボックス
チェック ボックスをオンにします。
[共有グループ（Shared Groups）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、ユーザ プロファ
イルを適用するグループを選択します。
ユーザは、選択されたグループに関連付けられたす
べてのリソースにアクセスできます。

[デフォルト プロファイル（Default Profile）] チェッ デフォルトのユーザ アクセス プロファイルである
ク ボックス
場合は、このチェック ボックスをオンにします。
デフォルトでない場合は、このチェック ボックス
をオフにします。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
必要に応じて、追加のユーザ プロファイルを作成します。
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プロファイルへのログイン
システムのユーザとして、ユーザ アカウントに対して複数のプロファイルがある場合、特定のプ
ロファイルを使用してシステムにログインできます。

手順の概要
1. [Cisco UCS Director ログイン（Cisco UCS Director login）] ダイアログ ボックスの [ユーザ名
（Username）] フィールドに、ユーザ名を「ユーザ名: アクセス プロファイル名」の形式で入
力します。
2. [パスワード（Password）] フィールドにパスワードを入力します。
3. [ログイン（Login）] をクリックします。

手順の詳細
ステップ 1

[Cisco UCS Director ログイン（Cisco UCS Director login）] ダイアログ ボックスの [ユーザ名（Username）]
フィールドに、ユーザ名を「ユーザ名: アクセス プロファイル名」の形式で入力します。
例：Alex: GrpAdmin

ステップ 2

[パスワード（Password）] フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 3

[ログイン（Login）] をクリックします。

デフォルトのプロファイル
デフォルトプロファイルは、システムで作成した最初のプロファイルです。デフォルトプロファ
イルを別のプロファイルに変更できます。新しいデフォルト プロファイルを使用し、ユーザ名と
パスワードを入力してログインします。

デフォルト プロファイルの変更

ステップ 1

ユーザ インターフェイスで、右上隅に表示されているユーザ名をクリックします。
ユーザ名は [ログアウト（logout）] オプションの左側に表示されます。

ステップ 2

[ユーザ情報（User Information）] ウィンドウの [アクセスプロファイル（Access Profiles）] タブを選択しま
す。

ステップ 3

ユーザ プロファイルを選択し、[デフォルトプロファイルとして設定（Set as Default Profile）] をクリック
します。
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（注）

プロファイルは、追加または編集されている間、デフォルトとして設定できま
す。

認証および LDAP 統合
管理者は、システムのユーザ アカウント用に認証メカニズムを指定できます。LDAP のフォール
バックを選択して、認証を設定できます。また、フォールバックを行わない VeriSign ID 保護
（VID）認証を設定できます。
名前

説明

[ローカルが最初、LDAPにフォールバック
（Local First, fallback to LDAP）]

認証は最初にローカル サーバ（Cisco UCS
Director）で実行されます。ローカル サーバに
ユーザ レコードが見当たらない場合、認証プロ
セスを LDAP サーバにシフトします。

[VeriSign ID保護（Verisign Identity Protection）]

VIP 認証サービス（2 要素認証）が有効化され
ます。

認証の環境設定

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[認証の環境設定（Authentication Preferences）] タブを選択します。

ステップ 3

[認証の環境設定（Authentication Preferences）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[認証の環境設定（Authentication Preferences）] ド 認証の環境設定を選択します。
ロップダウン リスト
次のいずれかを選択できます。
• [ローカルが最初、LDAPにフォールバック（Local
First, fallback to LDAP）]
このオプションを選択する場合は、LDAP サー
バを設定する必要があります。詳細については、
LDAP サーバの設定, （80 ページ）を参照して
ください。
• [VeriSign ID保護（Verisign Identity Protection）]
このオプションを選択した場合は、ステップ 4
に進みます。

ステップ 4

[VeriSign ID保護（Verisign Identity Protection）] を選択した場合は、次の手順を実行します。
a) VIP 証明書をアップロードするには、[参照（Browse）] をクリックします。
証明書を見つけて選択し、[アップロード（Upload）] をクリックします。
b) [パスワード（Password）] を入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

LDAP 統合
LDAP 統合を使用して、LDAP サーバのグループおよびユーザを Cisco UCS Director と同期するこ
とができます。LDAP 認証により、同期されたユーザを LDAP サーバで認証することができます。
LDAP ユーザおよびグループは、自動または手動で同期できます。LDAP アカウントの追加中に、
LDAP アカウントが Cisco UCS Director と自動的に同期される頻度を指定できます。オプションで
LDAPSyncTask システム タスクを使用して、LDAP 同期を手動でトリガーすることもできます。
LDAP アカウントを設定し、同期プロセスが手動または自動で実行されると、最近追加した LDAP
情報が Cisco UCS Director に表示されます。この情報は、システムに追加されたすべての組織単位
（OU）、グループ、およびユーザの階層構造を表すツリー ビューに表示されます。この情報は、
[管理（Administration）] > [LDAP 統合（LDAP Integration）] を選択して表示できます。左ペイン
の OU を展開すると、すべてのグループを内部に表示できます。左ペインでグループを選択した
場合、そのグループに関連付けられたユーザのリストを表示できます。OU が複数のサブ OU を持
つ場合、右ペインの [組織（Organization）] タブをクリックすることで、詳細情報を表示できま
す。また、右ペインの [グループ（Groups）] および [ユーザ（Users）] タブには、選択した OU
内で同期されたユーザおよびグループがそれぞれ表示されます。
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システム タスクを実行する機能に加えて、Cisco UCS Director には LDAP ディレクトリとシステム
を同期するための追加オプションもあります。
• [LDAP ユーザのクリーンアップ（Cleanup LDAP Users）] システム タスク：このシステム タ
スクは、システム内で同期されたユーザが LDAP ディレクトリから削除されたかどうかを判
別します。LDAP ディレクトリから削除されたユーザ アカウントのレコードが存在する場
合、このシステム タスクの実行後に、これらのユーザ アカウントはシステム内で無効とし
てマークされます。管理者は、これらの無効ユーザ アカウントのリソース割り当てを解除で
きます。デフォルトでは、このタスクは有効状態になっています。システムの 2 回目の再起
動後、このシステム タスクは無効状態に変わります。これは、スタンドアロンのセットアッ
プと複数のノードを使用したセットアップの両方に当てはまります。
複数のノードを使用したセットアップでは、サービス ノードが構成されていても、このシス
テム タスクはプライマリ ノードでのみ実行されます。

重要

グループ、またはドメイン ユーザのグループに属していないユーザは、[Users with No Group
（グループに属していないユーザ）] として LDAP に表示されます。これらのユーザは、Cisco
UCS Director のドメイン ユーザのグループの下に追加されます。
異なる LDAP サーバ アカウントでは同じ名前の LDAP ユーザを追加できます。複数のユーザ
レコードを区別するために、ログイン ユーザ名の末尾にドメイン名が追加されます。たとえ
ば、abc@vxedomain.com などです。このルールは、ユーザ グループにも適用されます。
システムへのログイン用のユーザ名へのドメイン名の追加は、LDAP ユーザにのみ適用されま
す。これはローカルユーザには適用されません。すべてのローカル ユーザがユーザ名を使用
してシステムにログインできます。
単一の LDAP アカウントが追加され、ユーザがユーザ名のみを指定してログインすると、Cisco
UCS Director は最初にそのユーザがローカル ユーザまたは LDAP ユーザのどちらであるかを判
別します。ユーザがローカル ユーザおよび外部 LDAP ユーザの両方として識別された場合、
ログイン段階でユーザ名がローカル ユーザ名に一致すると、そのローカル ユーザが Cisco UCS
Director に対して認証されます。あるいは、ユーザ名が外部ユーザの名前に一致すると、その
LDAP ユーザが Cisco UCS Director に対して認証されます。

LDAP 統合の規則と制限事項
グループの同期規則
• 選択した LDAP グループが Cisco UCS Director にすでに存在しており、ソースのタイプが
[ローカル（Local）] の場合、そのグループは同期中に無視されます。
• 選択した LDAP グループが Cisco UCS Director にすでに存在しており、グループ ソースのタ
イプが [外部（External）] の場合、そのグループの説明および電子メール属性が Cisco UCS
Director で更新されます。
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• LDAP サーバを追加する際には、ユーザ フィルタとグループ フィルタを指定できます。グ
ループ フィルタを指定すると、指定したグループに属するすべてのユーザがシステムに追加
されます。さらに、次のような操作も行えます。
◦ 指定したグループにサブグループが含まれている場合には、グループ、サブグループ、
およびそれらのサブグループ内のユーザがシステムに追加されます（これが該当するの
は、手動で LDAP ディレクトリを同期した場合のみです）。
◦ ユーザが複数のグループの一部であり、グループ フィルタとして指定されたグループに
他のグループが一致しない場合、それらの追加グループはシステムに追加されません。
• ユーザは複数の設定グループに属することができます。ただし、ユーザが属しているグルー
プ リストで最初に表示されているグループは、ユーザのデフォルトのプライマリ グループ
として設定されます。ユーザがどのグループにも属していない場合は、デフォルトのプライ
マリ グループが [ドメインユーザ（Domain Users）] として設定されます。

（注）

ユーザが属するすべてのグループに関する情報は、LDAPSyncTask システム
タスクの実行後にのみ表示できます。

• LDAP グループを同期すると、グループ内のすべてのユーザが最初にシステムに追加されま
す。また、指定された LDAP グループ内のユーザが同じ OU 内の（または異なる OU 内の）
他のグループに関連付けられている場合には、それらのグループも取得され、システムに追
加されます。
• LDAP 同期プロセスでは、指定された LDAP グループが取得されてシステムに追加されると
共に、ネストされたグループがあれば併せて追加されます。
• このリリースより前のリリースでは、ユーザは 1 つのグループにのみ属していました。ユー
ザが属するその他のグループは、最新リリースにアップグレードし、[LDAP シンク タスク
（LDAPSyncTask）] システム タスクを実行した場合にのみ、[プロファイルの管理（Manage
Profiles）] ダイアログ ボックスに表示されます。これは、他のグループが、LDAP サーバの
設定時に指定したグループ フィルタの条件に一致する場合のみ該当します。
ユーザの同期規則
• 名前に特殊文字が含まれている LDAP ユーザは Cisco UCS Director に追加されます。
• LDAP サーバを追加する際には、ユーザ フィルタとグループ フィルタを指定できます。ユー
ザ フィルタを指定すると、指定したフィルタに一致するすべてのユーザと、それらのユーザ
が属するグループが取得され、システムに追加されます。
• LDAP ユーザには、複数のグループ メンバーシップを設定できます。LDAP ユーザがシステ
ムと同期された場合、この複数のグループ メンバーシップ情報は保持されます。Cisco UCS
Director には、すべてのユーザについてこの情報を表示するオプションがあります。詳細に
ついては、グループ メンバーシップ情報の表示, （88 ページ）を参照してください。また、
複数のアクセス プロファイルはユーザに対しても自動的に作成されます。
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（注）

この情報は、LDAP サーバを設定し、グループが取得されてシステムに追加さ
れたときに指定したフィルタに、グループが一致した場合にのみ表示されま
す。

• Cisco UCS Director では、システムに追加された各ユーザのユーザ プリンシパル名（UPN）
が表示されるようになりました。これは、以前のリリースでシステムに追加されたユーザに
適用可能です。ユーザは、ログイン名またはユーザ プリンシパル名を使用してシステムにロ
グインできます。プロファイル名とともにユーザ プリンシパル名を使用してのログインはサ
ポートされていません。
• 選択した LDAP ユーザが Cisco UCS Director にすでに存在しており、ソースのタイプが [外部
（External）] の場合、そのユーザは同期時に無視されます。ユーザの名前、説明、電子メー
ルおよびその他の属性が再度更新されることはありません。
• ユーザ アカウントが 2 つの異なる LDAP ディレクトリで作成されている場合は、最初に同期
された LDAP ディレクトリのユーザ詳細が表示されます。他の LDAP ディレクトリのユーザ
詳細は表示されません。
• 複数の LDAP ディレクトリが同期された後、LDAP 外部ユーザは、完全なドメイン名と共に
ユーザ名を指定して Cisco UCS Director にログインする必要があります。たとえば、
vxedomain.com\username のように指定します。ただし、Cisco UCS Director に追加されている
LDAP サーバ ディレクトリが 1 つしかない場合には、この規則は適用されません。

（注）

LDAP 同期プロセスの後に、ユーザが正しいグループに割り当てられていることを確認しま
す。

LDAP 統合の管理

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [LDAP 統合（LDAP Integration）] を選択します。

ステップ 2

LDAP 統合を管理するため、LDAP サーバを選択し、必要に応じて次のボタンをクリックします。
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名前

説明

[ベースDNの検索（Search BaseDN）] ボタン

検索するドメインの識別名を選択できます。LDAP
同期処理が完了すると、選択した組織のすべての
ユーザとグループが Cisco UCS Director に取り込ま
れます。このアクションは、自動同期プロセスであ
るとも見なされます。
（注）

[LDAPの手動同期のリクエスト（Request Manual
LDAP Sync）]

ステップ 3

LDAP サーバ同期をシステム タスクとし
て開始できます。詳細については、LDAP
同期システム タスクの実行, （85 ペー
ジ）を参照してください。

表示されるダイアログ ボックスでは、LDAP ユーザ
およびグループを取得するための基本検索条件また
は拡張検索条件を指定できます。

（任意） [LDAP の手動サーバ同期の要求（Request LDAP Manual Server Sync）] を選択した場合は、次の
フィールドに入力します。
名前

説明

[基本検索（Basic Search）] チェック ボックス

組織単位ごとの基本検索を可能にします。

[詳細検索（Advanced Search）] チェック ボックス

詳細検索を可能にします。

重要

いずれかの検索オプションを使用すると、検索条件に一致するユーザとグループが、すでに Cisco
UCS Director に存在する場合は、検索結果の一部として表示されません。

ステップ 4

基本検索の場合は、[選択（Select）] をクリックして検索ベースを指定します。

ステップ 5

検索ベース DN を選択し、[選択（Select）] をクリックして、ステップ 9 に進みます。

ステップ 6

詳細検索の場合は、[詳細なフィルタ オプション（Advanced Filtering Options）] ペインで、[ユーザ フィル
タ（User Filters）] と [グループ フィルタ（Group Filters）] の属性名を追加または編集します。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[ユーザとグループの選択（Select Users and Groups）] ペインで、次のフィールドに入力します。

ステップ 9

名前

説明

[LDAP グループ（LDAP Groups）] フィールド

ユーザを同期する必要がある LDAP グループ。

[LDAP ユーザ（LDAP Users）] フィールド

同期する必要がある LDAP ユーザ。

[送信（Submit）] をクリックして、LDAP サーバを同期します。
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LDAP サーバの設定
Cisco UCS Directorでは複数の LDAP サーバとアカウントを設定できます。LDAP アカウントを追
加するときに、次の項目を指定できます。
• 検索ベース DN に含まれる組織単位（OU）。
• LDAP アカウントがシステムと自動的に同期される頻度。
• 結果を絞り込み、グループおよびユーザに LDAP ロール フィルタを指定する、グループ フィ
ルタまたはユーザ フィルタ。
LDAP サーバ アカウントが追加されると直ちにこのアカウントのシステム タスクが自動的に作成
され、データ同期を即時に開始します。LDAP サーバ アカウントのすべてのユーザとグループが
システムに追加されます。デフォルトでは、LDAP アカウントのすべてのユーザが自動的にサー
ビス エンド ユーザ プロファイルに割り当てられます。

はじめる前に
認証の次のように設定にしておく必要があります。
• [ローカルが最初、LDAPにフォールバック（Local First, fallback to LDAP）]

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [LDAP 統合（LDAP Integration）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[LDAP サーバ設定（LDAP Server Configuration）] 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

[アカウント名（Account Name）] フィールド

アカウント名。
この名前は一意である必要があります。

[サーバタイプ（Server Type）] フィールド

LDAP サーバのタイプ。次のいずれかを設定できま
す。
• OpenLDAP
• MSAD - Microsoft Active Directory

[サーバ（Server）] フィールド

LDAP サーバの IP アドレスまたはホスト名。

[SSLの有効化（Enable SSL）] チェック ボックス

LDAP サーバへのセキュアな接続をイネーブルにし
ます。
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名前

説明

[ポート（Port）] フィールド

ポート番号。
SSL の場合は 636 に、非セキュア モードの場合は
389 に自動的に設定されます。

[ドメイン名（Domain Name）] フィールド

ドメイン名。
LDAP ディレクトリのタイプとして [OpenLDAP] を
選択した場合は、このドメイン名が、ユーザ名で指
定されたドメインと一致している必要があります。
完全なドメイン名を指定する必要がありま
す。たとえば、vxedomain.com などです。

重要

[ユーザ名（User Name）] フィールド

ユーザ名。
ユーザ名は、次のいずれかの形式で指定できます。
• <username>@domain.com
• 次の形式のユーザの識別名：
CN=PowerUser,CN=Users,DC=domain,DC=com
LDAP ディレクトリのタイプとして [OpenLDAP] を
選択した場合は、ユーザ名を次の形式で指定してく
ださい。
uid=users,ou=People,dc=ucsd,dc=com
ここに指定する ou は、ディレクトリ階層でその他
のすべてのユーザが配置される場所です。

[パスワード（Password）] フィールド

ユーザのパスワード。

[同期頻度（Synchronization Frequency）] ドロップダ LDAP サーバが同期される頻度（時間）を選択しま
ウン リスト
す。この属性の種類は次のとおりです。
•1
•4
• 12
• 24

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[LDAP 検索ベース（LDAP Search Base）] ペインで [選択（Select）] をクリックし、LDAP 検索ベースのエ
ントリを指定して、[選択（Select）] をクリックします。
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このリストには、Cisco UCS Director で利用できるすべての組織単位（OU）が表示されます。
ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[ユーザとグループのフィルタの設定（Configure User and Group Filters）] ペインで、次のフィールドに入
力します。
名前

説明

[ユーザフィルタ（User Filters）]

[+] 記号をクリックして、システムと同期する必要
がある特定のユーザを選択します。
選択したユーザが属するグループがすべて取得さ
れ、システムに追加されます。

[グループフィルタ（Group Filters）]

[+] 記号をクリックして、システムと同期する必要
があるグループを選択します。
選択したグループ フィルタに属するユーザがすべ
て取得され、システムに追加されます。ただし、選
択したグループのユーザが他のグループにも属して
いる場合は、ここで選択されていない限り、それら
のグループは取得されず、システムへの追加もされ
ません。

[グループフィルタへのエントリの追加（Add Entry to Group Filters）] ダイアログ ボックス
[属性名（Attribute Name）] ドロップダウン リスト [グループ名（Group Name）] または [ユーザ名（User
Name）] を選択します。
[演算子（Operator）] ドロップダウン リスト

グループおよびユーザを取得する際に適用するフィ
ルタを選択します。この属性の種類は次のとおりで
す。
• [等しい（Equals to）]
• [次で始まる（Starts with）]

[属性値（Attribute Value）] フィールド

検索に含めるキーワードまたは値を指定します。

フィルタに基づいて、グループまたはユーザが取得されます。
ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[LDAPユーザロールフィルタ（LDAP User Role Filter）] ペインで、[+] 記号をクリックして、ユーザ ロー
ル フィルタを追加します。

ステップ 10 [ユーザロールフィルタへのエントリの追加（Add Entry to User Role Filters）] 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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名前

説明

[属性名（Attribute Name）] フィールド

属性の名前。これには、グループ名を指定できま
す。

[演算子（Operator）] ドロップダウン リスト

次のいずれかを設定できます。
• [次の値と等しい（Equal to）]
• [次で始まる（Starts with）]

[属性値（Attribute Value）] フィールド

このフィールドで値を指定します
[演算子（Operator）] フィールドと [属性値（Attribute
Value）] フィールドの値に一致するすべてのユーザ
が、[ユーザロールのマップ（Map User Role）] ド
ロップダウン リストで選択するユーザ ロールに割
り当てられます。

[ユーザロールのマップ（Map User Role）] ドロップ ユーザのマップ先とするユーザ ロールを選択しま
ダウン リスト
す。デフォルトで利用可能なロールを選択でき、ま
たはシステムで作成したロールを選択できます。
次のロールはCisco UCS Director内でデフォルトで使
用可能なロールです。
• すべてのポリシー管理者
• 請求管理者
• コンピューティング管理者
• サービス エンド ユーザ
• グループ管理者
• IS 管理者
• ネットワーク管理者
• オペレータ管理者
• ストレージ管理者
• システム管理者

ステップ 11 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 12 [OK] をクリックします。
ユーザ ロール フィルタが [ユーザロールフィルタ（User Role Filters）] テーブルに追加されます。
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（注）

複数のユーザ ロール フィルタが指定されている場合は、最初の行に指定されたフィルタが処理
されます。
[ログインユーザ（Login Users）] タブでユーザのユーザ ロールを手動で更新すると、そのユー
ザには、グループをマップしたユーザ ロールが適用されなくなります。

次の作業
LDAP に認証の環境設定を設定していない場合は、認証の環境設定を変更するように指示されま
す。認証の環境設定の変更に関する詳細については、認証の環境設定, （74 ページ）を参照して
ください。

LDAP サーバの接続のテスト

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [LDAP 統合（LDAP Integration）] を選択します。

ステップ 2

[LDAP インテグレーション（LDAP Integration）] タブで、テーブルから LDAP アカウント名を選択しま
す。

ステップ 3

[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。

ステップ 4

[Test LDAP Connectivity（LDAP 接続のテスト）] ダイアログ ボックスで、[閉じる（Close）] をクリックし
ます。

LDAP サーバのサマリー情報の表示

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [LDAP 統合（LDAP Integration）] を選択します。

ステップ 2

[LDAP インテグレーション（LDAP Integration）] タブで、テーブルから LDAP アカウント名を選択しま
す。

ステップ 3

[表示（View）] ボタンをクリックします。
[View LDAP Account Information（LDAP アカウント情報の表示）] ダイアログ ボックスに、LDAP アカウ
ントのサマリー情報が表示されます。

ステップ 4

[閉じる（Close）] をクリックします。
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LDAP 検索ベースDN エントリの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [LDAP 統合（LDAP Integration）] を選択します。

ステップ 2

[LDAP インテグレーション（LDAP Integration）] タブで、テーブルから LDAP アカウント名を選択しま
す。

ステップ 3

[ベースDNの検索（Search BaseDN）] をクリックします。

ステップ 4

[LDAP 検索ベース（LDAP Search Base）] ダイアログ ボックスで、[選択（Select）] をクリックして検索エ
ントリを選択します。

ステップ 5

[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

LDAP 同期システム タスクの実行

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[システムタスク（System Tasks）] を選択します。

ステップ 3

[フィルタ（Filter）] フィールドに LDAP と入力します。

ステップ 4

[システムのタスク（System Tasks）] 表から [LDAPSyncTask] を選択します。

ステップ 5

[今すぐ実行（Run Now）] をクリックします。

ステップ 6

（任意） [タスクの管理（Manage Task）] をクリックして、同期処理を有効または無効にします。

次の作業
同期プロセスの結果が Cisco UCS Director に表示されます。[LDAP 統合（LDAP Integration）] ペイ
ンで LDAP アカウントを選択し、[結果（Results）] をクリックすると、同期プロセスの概要が表
示されます。

LDAP サーバの詳細の変更
設定済みの LDAP サーバに対し変更できるのは次の詳細情報のみです。
• ポート番号と SSL 設定
• ユーザ名とパスワード
• 同期頻度
• 検索ベース DN の選択内容

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
85

ユーザとグループの管理
認証および LDAP 統合

• マッピングされたユーザ ロールとグループ

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [LDAP 統合（LDAP Integration）] を選択します。

ステップ 2

[LDAP インテグレーション（LDAP Integration）] タブで、テーブルから LDAP アカウント名を選択しま
す。

ステップ 3

[変更（Modify）] をクリックします。

ステップ 4

[LDAPサーバ設定の変更（Modify LDAP Server Configuration）] ペインで、次のフィールドを編集します。
名前

説明

[SSLの有効化（Enable SSL）] チェック ボックス

LDAP サーバへのセキュアな接続をイネーブルにし
ます。

[ポート（Port）] フィールド

ポート番号。
SSL の場合は 636 に、非セキュア モードの場合は
389 に自動的に設定されます。

[ユーザ名（User Name）] フィールド

ユーザ名。
LDAP ディレクトリのタイプとして [OpenLDAP] を
選択した場合は、ユーザ名を次の形式で指定してく
ださい。
uid=users,ou=People,dc=ucsd,dc=com
ここに指定する ou は、ディレクトリ階層でその他
のすべてのユーザが配置される場所です。

[パスワード（Password）] フィールド

ユーザのパスワード。

[同期頻度（Synchronization Frequency）] ドロップダ LDAP サーバがシステム データベースと同期される
ウン リスト
頻度（時間単位）を選択します。次のいずれかを設
定できます。
•1
•4
• 12
• 24
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ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[LDAP 検索ベース（LDAP Search Base）] ペインで [選択（Select）] をクリックし、LDAP 検索ベースのエ
ントリを指定して、[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[ユーザとグループのフィルタの設定（Configure User and Group Filters）] ペインで、次のフィールドに入
力します。

ステップ 9

名前

説明

[ユーザフィルタ（User Filters）]

[+] 記号をクリックして、システムと同期する必要
がある特定のユーザを選択します。

[グループフィルタ（Group Filters）]

[+] 記号をクリックして、システムと同期する必要
があるグループを選択します。

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [LDAPユーザロールフィルタ（LDAP User Role Filter）] ペインで、[+] 記号をクリックして、ユーザ ロー
ル フィルタを追加します。
ステップ 11 [ユーザロールフィルタへのエントリの追加（Add Entry to User Role Filters）] 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

[属性名（Attribute Name）] フィールド

属性の名前。これには、グループ名を指定できま
す。

[演算子（Operator）] ドロップダウン リスト

次のいずれかを設定できます。
• [次の値と等しい（Equal to）]
• [次で始まる（Starts with）]

[属性値（Attribute Value）] フィールド

このフィールドで値を指定します
[演算子（Operator）] フィールドと [属性値（Attribute
Value）] フィールドの値に一致するすべてのユーザ
が、[ユーザロールのマップ（Map User Role）] ド
ロップダウン リストで選択するユーザ ロールに割
り当てられます。
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名前

説明

[ユーザロールのマップ（Map User Role）] ドロップ ユーザのマップ先とするユーザ ロールを選択しま
ダウン リスト
す。デフォルトで利用可能なロールを選択でき、ま
たはシステムで作成したロールを選択できます。
次のロールはCisco UCS Director内でデフォルトで使
用可能なロールです。
• すべてのポリシー管理者
• 請求管理者
• コンピューティング管理者
• サービス エンド ユーザ
• グループ管理者
• IS 管理者
• ネットワーク管理者
• オペレータ管理者
• ストレージ管理者
• システム管理者

ステップ 12 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 13 [OK] をクリックします。
ユーザ ロール フィルタが [ユーザロールフィルタ（User Role Filters）] テーブルに追加されます。
（注）

複数のユーザ ロール フィルタが指定されている場合は、最初の行に指定されたフィルタが処理
されます。

グループ メンバーシップ情報の表示
システム内のユーザは、複数のユーザ グループに属することができます。ユーザがシステムに追
加されると、ユーザが属するすべてのグループもシステムに追加されます。ただし、最後にユー
ザが追加されたグループは、ユーザのデフォルトのプライマリ グループとして設定されます。
ユーザがどのグループにも属していない場合は、デフォルトのプライマリ グループが [ドメイン
ユーザ（Domain Users）] として設定されます。[プロファイルの管理（Manage Profiles）] オプショ
ンを使用して、ユーザのグループ メンバーシップを表示し変更することができますが、Cisco UCS
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Director では特定のユーザが属しているすべてのグループのリストを表示する追加オプションもあ
ります。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ（Users）] タブを選択します。

ステップ 3

テーブルからユーザを選択します。

ステップ 4

[グループメンバーシップ（Group Membership）] をクリックします。
[メンバー情報（Member Information）] ダイアログ ボックスに、ユーザが属するすべてのグループが表示
されます。

ステップ 5

[閉じる（Close）] をクリックします。

LDAP サーバ情報の削除
LDAP サーバ アカウントを削除すると、次の動作が開始されます。
• LDAP ユーザに割り当てられていたリソースの割り当てが解除されます。
• LDAP ユーザに割り当てられていた VM の割り当てが解除されます。
• LDAP グループに割り当てられていたリソースの割り当てが解除されます。
• LDAP グループに割り当てられていた VM の割り当てが解除されます。
• LDAP ユーザに割り当てられていた VM 共有ポリシーの割り当てが解除されます。
• LDAP ユーザおよびグループに適用されていたタグがクリアされます。
• ユーザおよびグループが、データベースから直ちに削除されます。
• LDAP サーバの詳細は、ツリー ビューから削除されます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [LDAP 統合（LDAP Integration）] を選択します。

ステップ 2

[LDAP インテグレーション（LDAP Integration）] タブで、テーブルから LDAP アカウント名を選択しま
す。

ステップ 3

[削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 4

[LDAPアカウントを削除する（Delete LDAP Account）] ダイアログ ボックスで、[削除（Delete）] をクリッ
クします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
これにより、Cisco UCS Director 内の LDAP アカウントの削除が開始されます。LDAP アカウント内のユー
ザ数およびグループ数によって、この削除プロセスが完了するまでに数分かかる場合があります。この
間、LDAP アカウントが Cisco UCS Director に表示され続ける場合があります。[更新（Refresh）] をクリッ
クして、アカウントが削除されたことを確認します。
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シングル サインオン
Cisco UCS Director は、SAML 2.0 に基づくシングル サインオン（SSO）サービスを提供していま
す。SSO を有効にするには、OneLogin Identity Provider（IDP）上に Cisco UCS Director を サービス
プロバイダー（SP）として登録する必要があります。SSO では、ユーザは個々のシステムにログ
インしなくても、複数のシステムにシームレスにアクセスできます。SP と IDP 間で SSO を設定
して有効にすると、ユーザは OneLogin ポータルにログインすれば、再度ログインせずに Cisco
UCS Director にアクセスできるようになります。
シングル サインオンを有効にするには、次の手順を実行します。
1 OneLogin サイトでユーザ アカウントを作成します。
2 OneLogin サイトで Cisco UCS Director アプライアンスの詳細をマッピングします。
詳細については、次を参照してください。 OneLogin サイトでの Cisco UCS Director アプライア
ンスのマッピング, （90 ページ）
3 OneLogin サイトでシングル サインオン証明書を生成します。
詳細については、OneLogin 証明書の生成, （92 ページ）を参照してください。
4 OneLogin サイトで作成したアカウントと同じ証明書を使用して、Cisco UCS Director でユーザ
アカウントを作成します。ユーザ アカウントは、OneLogin サイトにマッピングされた同じア
プライアンス上に作成する必要があります。
ユーザの追加の詳細については、ユーザの追加, （24 ページ） を参照してください。
5 OneLogin サイトで照会したアプライアンスに証明書をアップロードして、シングル サインオ
ンを有効にします。
詳細については、シングル サインオンの有効化, （93 ページ）を参照してください。
この手順を完了すると、OneLogin サイトに戻って Cisco UCS Director をクリックしたときに、ユー
ザはこれ以降、ユーザ名とパスワード情報の入力を求められません。

OneLogin サイトでの Cisco UCS Director アプライアンスのマッピング
シングル サインオンを有効にするには、まず Cisco UCS Director を実行中のシステムをマッピン
グする必要があります。
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はじめる前に
OneLogin アカウントを持っている必要があります。

ステップ 1

OneLogin サイトには、https://www.onelogin.com からアクセスします。

ステップ 2

アカウントの詳細を使用してサイトにログインします。

ステップ 3

メニュー バーから、[アプリケーション（Apps）] > [アプリケーションの追加（Add Apps）] を選択しま
す。

ステップ 4

[アプリケーションの検索（Find Applications）] フィールドに、「SAML」と入力します。

ステップ 5

表示された検索結果で、[OneLogin SAML テスト(IdP) SAML 2.0（OneLogin SAML Test (IdP) SAML 2.0）]
を選択してダブルクリックします。
[情報（Info）] ペインが表示されます。

ステップ 6

[情報（Info）] ペインに、以下の情報を入力します。
フィールド

説明

[表示名（Display Name）] フィールド

Cisco UCS Director を実行中のシステムの一意の名
前を入力します。
この名前は、OneLogin ポータルのホームページに
表示されます。このポータルでは、複数の Cisco
UCS Director アプライアンスを登録できます。シス
テムを正確に識別できる名前を入力してください。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

メニュー バーから [設定（Configuration）] を選択し、次の情報を入力します。
フィールド

説明

[SAMLコンシューマURL（SAML Consumer URL）] Cisco UCS Director を実行中のシステムの URL を入
フィールド
力します。
重要

Cisco UCS Director のユーザ インターフェイ
スにユーザがログインすると表示される
URL を入力します。次の例のようになりま
す。
https://<ip_address>/app/cloudmgr/cloudmgr.jsp
例：
https://10.10.10.10/app/cloudmgr/cloudmgr.jsp
リリース 6.0 以降では、URL は次のように
なります。
https://<ip_address>/app/ux/index.html例：
https://10.10.10.10/app/ux/index.html
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ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。
このサイトのホームページでは、指定したサーバの詳細に対応するアイコンが作成されます。OneLogin
サイトで登録するアプライアンスごとに、ホームページにアイコンが表示されます。このアイコンをク
リックすると、Cisco UCS Director のユーザ インターフェイスに自動的に移動します。

次の作業
OneLogin 証明書を生成し、Cisco UCS Director アプライアンスで SSO を有効にします。

OneLogin 証明書の生成
はじめる前に
• OneLogin アカウントを持っている必要があります。
• Cisco UCS Director アプリケーションは、OneLogin Web サイトに登録されている必要があり
ます。

ステップ 1

OneLogin サイトには、https://www.onelogin.com からアクセスします。

ステップ 2

アカウントの詳細を使用してサイトにログインします。

ステップ 3

メニュー バーで、[設定（Settings）] > [SAML] を選択します。

ステップ 4

[標準強度の証明書（2048 ビット）（Standard Strength Certificate (2048-bit)）] を選択します。

ステップ 5

[ダウンロード（Download）] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
onelogin.pem というファイルがシステムにダウンロードされます。

次の作業
この証明書を Cisco UCS Director アプライアンスにアップロードする必要があります。
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シングル サインオンの有効化

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[シングルサインオン（Single Sign-On）] タブを選択します。

ステップ 3

[シングルサインオン（Single Sign-On）] ペインで、[シングルサインオンの有効化（Enable Single Sign-On）]
チェック ボックスをオンにします。

ステップ 4

[アップロードするファイルの選択（Select a File for Upload）] フィールドで、ワン ログイン証明書ファイ
ルを参照し、選択します。
ワン ログイン証明書ファイルは、「onelogin.pem」という名前でシステムに保存されます。

ステップ 5

[アップロード（Upload）] をクリックします。

ステップ 6

アップロードが完了したら、[送信（Submit）] をクリックします。
OneLogin サイトから Cisco UCS Director を起動する場合は、システムへのログインが要求されません。

顧客組織のブランディング
Cisco UCS Director は、次のレベルでのポータルのブランディングとカスタマイズをサポートして
います。
• グローバル レベル：システム レベルでのブランディングは、グローバル管理者によって変
更できます。
• MSP 組織レベルまたはテナント レベル：このレベルでのブランディングは、管理者または
MSP 管理者によって変更できます。
• 顧客組織レベル：顧客組織は通常 MSP 組織にグループ化されます。したがって MSP 管理者
またはグローバル管理者がブランディングの詳細を変更できます。
MSP組織レベルでのブランディングサポートの導入では、ユーザ向けに表示されるブランディン
グの変更内容に適用される特定のルールがあります。適用される設定は、次によって異なります。
• ユーザ ロール：エンド ユーザ、グループ管理者、または MSP 管理者が相当します。
• ユーザが属するお客様の組織とそれに対するブランディング設定。
• MSP 組織のブランディング設定。
次の表に、Cisco UCS Director でのブランディング動作の詳細を説明します。
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表 1：Cisco UCS Director でのブランディング動作

MSP 組織レベルの 顧客組織レベルの MSP 管理者
ブランディング設 ブランディング設
定
定

グループ管理者

エンド ユーザ

あり

あり

MSP 組織レベルで
設定したブラン
ディングの詳細が
表示されます。

顧客組織レベルで
設定したブラン
ディングの詳細が
表示されます。

このユーザが属す
る顧客組織レベル
で設定したブラン
ディングの詳細が
表示されます。

なし

あり

グローバルブラン 顧客組織レベルで このユーザが属す
ディングの詳細が 設定したブラン
る顧客組織レベル
表示されます。
ディングの詳細が で設定したブラン
表示されます。
ディングの詳細が
表示されます。

あり

なし

MSP 組織レベルで
設定したブラン
ディングの詳細が
表示されます。

なし

なし

グローバルブラン グローバルブラン グローバルブラン
ディングの詳細が ディングの詳細が ディングの詳細が
表示されます。
表示されます。
表示されます。

この顧客組織が属
する MSP 組織レ
ベルで設定したブ
ランディングの詳
細が表示されま
す。

顧客組織が属する
MSP 組織レベルで
設定したブラン
ディングの詳細が
表示されます。

ユーザ グループのブランディング
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ グループ（User Group）] タブを選択します。

ステップ 3

ブランディングするグループを選択します。

ステップ 4

[ブランディング（Branding）] をクリックします。
[グループ ブランディング（Group Branding）] ダイアログ ボックスには、カスタマイズするオプションが
表示されます。

ステップ 5

ユーザ インターフェイスの左上隅に表示されるイメージをカスタマイズするには、[ロゴイメージ（Logo
image）] チェック ボックスをオンにします。
a) ロゴ イメージ ファイルを参照して選択し、[Upload] をクリックします。
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（注）

ロゴ イメージの形式が JPG、PNG、または GIF であることを確認します。最適なイメージ
サイズは幅 200 ピクセル、高さは 100 ピクセルです。ダウンロード時間を短縮するため、イ
メージ サイズを小さくしておくことをお勧めします。

b) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 6

ユーザ インターフェイスの上部に表示されるヘッダー ラベルを指定する [アプリケーション ラベル
（Application Labels）] チェック ボックスをオンにします。
a) [ラベル 1（Label 1）] および [ラベル 2（Label 2）] フィールドに少なくとも 1 つのアプリケーションの
ラベルを入力します。

ステップ 7

ユーザ インターフェイスからログインした後、特定の URL にユーザをリダイレクトするための [ログア
ウトの URL 転送（URL Forwarding on Logout）] チェック ボックスをオンにします。
a) [URL] フィールドに、サーバの [URL] を入力します。

ステップ 8

ユーザ インターフェイスの右上隅に表示されているリンクを指定するには、[カスタム リンク（Custom
Link）] チェック ボックスをオンにします。
a) 少なくとも最初の 2 つのフィールドに値を入力してください。
名前

説明

[カスタム リンク 1 のラベル（Custom Link 1
Label）] フィールド

カスタム リンク 1 のラベル。

[カスタム リンク 1 の URL（Custom Link 1 URL）] カスタム リンク 1 の URL。
フィールド
[カスタム リンク 2 のラベル（Custom Link 2
Label）] フィールド

カスタム リンク 2 のラベル。

[カスタム リンク 2 の URL（Custom Link 2 URL）] カスタム リンク 2 の URL。
フィールド

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

顧客組織のブランディング
Cisco UCS Director で顧客組織のロゴおよびアプリケーション ラベルをカスタマイズできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[顧客組織（Customer Organizations）] タブまたは [MSP組織（MSP Organizations）] タブを選択します。
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これらのタブの名前は目安にすぎません。[サービス プロバイダー機能（Service Provider Feature）] を有
効にしている場合は、第 1 レベルと第 2 レベルの組織の名前を指定する必要があります。指定した名前
は、インターフェイスのタブとして表示されます。[サービス プロバイダー機能（Service Provider Feature）]
を無効にしている場合は、[顧客組織（Customer Organizations）] タブのみが表示されます。
ステップ 3

ブランディングする顧客組織を選択します。

ステップ 4

[ブランディング（Branding）] をクリックします。
[グループ ブランディング（Group Branding）] ダイアログ ボックスには、カスタマイズするオプションが
表示されます。

ステップ 5

ユーザ インターフェイスの左上隅に表示されるイメージをカスタマイズするには、[ロゴイメージ（Logo
image）] チェック ボックスをオンにします。
a) ロゴ イメージ ファイルを参照して選択し、[Upload] をクリックします。
（注）

ロゴ イメージの形式が JPG、PNG、または GIF であることを確認します。最適なイメージ
サイズは幅 200 ピクセル、高さは 100 ピクセルです。ダウンロード時間を短縮するため、イ
メージ サイズを小さくしておくことをお勧めします。

b) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 6

ユーザ インターフェイスの上部に表示されるヘッダー ラベルを指定する [アプリケーション ラベル
（Application Labels）] チェック ボックスをオンにします。
a) [ラベル 1（Label 1）] および [ラベル 2（Label 2）] フィールドに少なくとも 1 つのアプリケーションの
ラベルを入力します。

ステップ 7

ユーザ インターフェイスからログインした後、特定の URL にユーザをリダイレクトするための [ログア
ウトの URL 転送（URL Forwarding on Logout）] チェック ボックスをオンにします。
a) [URL] フィールドに、サーバの [URL] を入力します。

ステップ 8

ユーザ インターフェイスの右上隅に表示されているリンクを指定するには、[カスタム リンク（Custom
Link）] チェック ボックスをオンにします。
a) 少なくとも最初の 2 つのフィールドに値を入力してください。
名前

説明

[カスタム リンク 1 のラベル（Custom Link 1
Label）] フィールド

カスタム リンク 1 のラベル。

[カスタム リンク 1 の URL（Custom Link 1 URL）] カスタム リンク 1 の URL。
フィールド
[カスタム リンク 2 のラベル（Custom Link 2
Label）] フィールド

カスタム リンク 2 のラベル。

[カスタム リンク 2 の URL（Custom Link 2 URL）] カスタム リンク 2 の URL。
フィールド
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ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

ログイン ページのブランディング
ログイン ページは、ドメイン名に関連付けられているロゴを示すように設定できます。エンド
ユーザがそのドメインからログインすると、ログイン ページでそのカスタム ロゴが表示されま
す。ロゴの最適なイメージのサイズは幅 890 ピクセル、高さ 470 ピクセルで、余白に 255 ピクセ
ルが割り当てられています。シスコは、より高速なダウンロードを実現するために、イメージ サ
イズを小さくすることを推奨しています。

（注）

グループまたは顧客組織のログイン ページは、最初にブランディングで設定される（有効に
される）必要があります。

カスタム ドメイン ロゴの設定

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ログインページブランディング（Login Page Branding）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ドメインブランディング（Domain Branding）] 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

[ドメイン名（Domain Name）] フィールド

ブランディングするドメイン名。

[アップロードするファイルの選択（Select a file for アップロードするロゴ ファイル。
upload）] フィールド
（注）
ロゴの最適なイメージ サイズは、幅 890
ピクセル、高さ 470 ピクセル、余白 255
ピクセルです。ダウンロード時間を短縮
するため、イメージ サイズを小さくして
おくことをお勧めします。
[カスタムドメインロゴ（Custom Domain Logo）]
チェック ボックス

指定されたドメイン名からのログイン ページ ブラ
ンディングを有効にするには、このチェック ボッ
クスをオンにします。
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ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
98

第

4

章

エンド ユーザ ポータルの設定
• エンド ユーザ ポータル, 99 ページ
• エンド ユーザ ポータルを設定するタスクの概要, 100 ページ
• エンド ユーザ ポータルのユーザ アカウントの設定, 100 ページ
• エンド ユーザ ポータルの権限の設定, 104 ページ
• エンド ユーザ ポータルのユーザ インターフェイスの設定, 116 ページ

エンド ユーザ ポータル
エンド ユーザ ポータルは、ユーザに提供されるサービスのカタログを含むセルフサービス ポー
タルです。エンド ユーザが利用可能なサービスの 1 つをリクエストすると、エンド ユーザ ポー
タル上では、ユーザに対して設定されたサービス リクエスト ワークフローを完了します。この
ワークフローには、セルフサービスプロビジョニングリクエストの承認、必要なコンピューティ
ング、ストレージ、ネットワーク リソースの割り当て、さらには、セキュリティとパフォーマン
スの設定が含まれます。サービスがプロビジョニングされると、エンド ユーザは、ランディング
ページのサマリー ダッシュレットやサマリー レポート、さらにはエンド ユーザ ポータルから利
用できるレポートを使用してサービスのステータスを追跡できます。
以下は、エンド ユーザがエンド ユーザ ポータルで実行できるタスクです。
• 仮想マシン（VM）、アプリケーション固有のインフラストラクチャ、およびベアメタルサー
バのプロビジョニング
• サービス リクエストの確認と管理
• OVF やその他の画像のアップロードと展開
• プロビジョニングされた仮想リソースと物理リソースのモニタとレポートの作成
• インフラストラクチャをプロビジョニングするためのサービス リクエストの承認
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エンド ユーザ ポータルを設定するタスクの概要
管理者がエンド ユーザ ポータルを設定するのに完了する必要があるタスクを次に示します。
• ユーザ グループの追加
• ユーザ アカウントの追加
• 特定のタスクのエンド ユーザ権限の設定
• ポータルのユーザ インターフェイスの設定

エンド ユーザ ポータルのユーザ アカウントの設定
ユーザ グループの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ グループ（User Groups）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[グループの追加（Add Group）] 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。
フィールド名

説明

[名前（Name）] フィールド

グループまたは顧客組織の名前。
次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $% ^ {}! '@

[説明（Description）] フィー グループまたは顧客組織の説明（必要な場合）。
ルド
[コード（Code）] フィールド グループの短い名前またはコード名。この名前は、VM とホスト名テンプ
レートで使用されます。
[コストセンター（Cost
Center）] フィールド

（任意）コスト センターの名前または番号（必要な場合）。この名前ま
たは番号は、グループが関連付けられているコストセンターを表します。
この名前は、VMware システム ポリシー VM の命名規則で使用できます。
命名規則にコスト センターを使用する方法の詳細については、ポリシー
の管理, （187 ページ）を参照してください。

[連絡先の電子メール
（Contact Email）] フィール
ド

この電子メールは、必要に応じてサービス リクエストおよびリクエスト
承認のステータスをグループ所有者に通知する目的で使用されます。
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フィールド名

説明

[名（First Name）] フィール
ド

連絡先の名。

[姓（Last Name）] フィール
ド

連絡先の姓。

[電話（Phone）] フィールド

連絡先の電話番号。

[住所（Address）] フィールド 連絡先の住所。
[グループ共有ポリシー
（Group Share Policy）] ド
ロップダウン リスト

このグループのユーザのグループ共有ポリシーを選択します。
このドロップダウン リストにデータが取り込まれるのは、グループ共有
ポリシーを作成した場合だけです。
このポリシーの作成の詳細については、グループ共有ポリシーの作成, （
197 ページ）を参照してください。

[ユーザへのリソース割り当
てを許可（Allow Resource
Assignment To Users）] チェッ
ク ボックス

ステップ 5

オンにすると、このグループのユーザは、そのユーザに割り当てられたリ
ソースを持ち、これらのリソースを所有できるようになります。また、こ
れらのユーザは、グループに属するリソースを確認できます。ただし、
ユーザ間でリソースを共有することはできません。

[追加（Add）] をクリックします。

次の作業
さらにグループを追加する場合は、この手順を繰り返します。追加するグループごとに、リソー
ス制限を編集し、タグを管理し、ロゴおよびアプリケーション ラベルをカスタマイズすることが
できます。
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ユーザの追加
はじめる前に
グループにユーザを追加する前に、そのグループが作成されていることを確認してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ（Users）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[ユーザの追加（Add User）] 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。
フィールド名

説明

[ユーザロール（User Role）] ドロップダウン リス
ト

ユーザのロール タイプを選択します。

[グループ名（Group Name）] ドロップダウン リス
ト

ユーザがアクセスできるグループを選択します。す
でに使用可能なグループを選択するか、または新し
いグループを追加できます。

（注）

（注）

このドロップダウン リストには、Cisco
UCS Director で使用可能なすべてのユーザ
ロールが表示されます。デフォルトで使
用可能なユーザ ロールに加えて、追加の
ユーザ ロールを作成できます。ユーザ
ロールの作成の詳細については、ユーザ
ロールの追加, （23 ページ）を参照して
ください。

このフィールドは、ユーザ ロールとして
サービス エンド ユーザまたはグループ管
理者を選択している場合にのみ表示され
ます。

[MSP 組織（MSP Organization）] ドロップダウン リ ユーザが管理する MSP 組織を選択します。
スト
現在使用可能な組織を選択するか、または新しい組
織を追加できます。
（注）

[ログイン名（Login Name）] フィールド

このフィールドは、ユーザ ロールとして
[MSP 管理者（MSP Admin）]を選択して
いる場合にのみ表示されます。

ログイン名。
次のような特殊文字を使用できます。( ).& - _ `~ $%
^ {}! ' @
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フィールド名

説明

[パスワード（Password）] フィールド

パスワード。
（注）

[パスワードの確認（Confirm Password）] フィール
ド

ユーザに対して Lightweight Directory
Access Protocol（LDAP）認証を設定して
いる場合は、ローカル サーバではなく
LDAP サーバでのみパスワードが検証さ
れます。

確認のためにパスワードを再入力します。

[User Contact Email（ユーザの連絡先電子メール）] 電子メール アドレス。
フィールド
（注）
電子メール アドレスは、サービス リクエ
ストのステータスと承認についてグルー
プ所有者に通知するために必要です。
[名（First Name）] フィールド

名。

[姓（Last Name）] フィールド

姓。

[電話（Phone）] フィールド

ユーザの電話番号です。

[住所（Address）] フィールド

ユーザのオフィス住所です。

[ユーザ無効化の日付を設定（Set user disable date）] システムでユーザ アカウントを無効にする日時を
チェック ボックス
設定するには、このチェック ボックスをオンにし
ます。ユーザ アカウントが無効になると、ユーザ
はシステムにログインできなくなります。
この日付から 1 週間前に、アカウントが無効になる
ことを知らせる電子メール メッセージがユーザに
送信されます。この自動メール メッセージは、
PeriodicNotificationToUserTask システム タスクによっ
て生成され、送信されます。
指定された日時に、ユーザ アカウントが自動的に
無効になります。ユーザが指定した日付にシステム
にログインすると、ログイン セッションは自動的
に終了します。
[ロケール（Locale）] ドロップダウン リスト

このユーザのシステムの言語を個別に選択します。
デフォルトでは、原語は英語に設定されています。
このユーザがログインすると、ユーザインターフェ
イスは、選択した言語で表示されます。このロケー
ルの選択は、このユーザにのみ適用されます。
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ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

次の作業
ユーザをメイン ウィンドウから選択し、[プロファイルの管理（Manage Profiles）] をクリックす
ると、任意でそのユーザに複数のロールを割り当てることができます。

エンド ユーザ ポータルの権限の設定
エンド ユーザ ポータルのユーザ アカウントを作成したら、特定のタスクを実行するための権限
をこれらのアカウントに指定する必要があります。以降のセクションでは、エンド ユーザがカタ
ログの管理や VM の管理などのタスクを実行するのに必要な権限について説明します。

承認に必要な権限
次の表に、使用可能な承認アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

サービス リクエストの詳細の表示

デフォルト

サービス リクエストの承認

デフォルト

サービス リクエストの拒否

デフォルト

サービス リクエストのキャンセル

デフォルト

サービス リクエストの再送信

デフォルト

サービス リクエストのアーカイブ

デフォルト

サービス リクエストへのメモの追加

デフォルト

サービス リクエストのロールバック

デフォルト

カタログに必要な権限
次の表に、使用可能なカタログ アクションのリストと、必要な権限を示します。
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タスク

エンド ユーザの権限

カタログの詳細の表示

デフォルト

標準のカタログ用サービス リクエストの作成

デフォルト

詳細なカタログのサービス リクエストの作成

デフォルト

サービス コンテナ カタログのサービス リクエ デフォルト
ストの作成
ベア メタル カタログのサービス リクエストの デフォルト
作成
導入可能性アセスメントの実行

デフォルト

標準カタログ項目の追加

必要な追加の権限

詳細カタログ項目の追加

必要な追加の権限

サービス コンテナのカタログ項目の追加

必要な追加の権限

ベア メタル カタログ項目の追加

必要な追加の権限

カタログ項目の複製

必要な追加の権限

カタログの編集

必要な追加の権限

カタログの削除

必要な追加の権限

予算エントリに必要な権限
予算エントリに対してアクションを実行できます。アクションによっては、追加の権限が必要で
す。次の表に、利用可能な予算エントリ管理のアクションと必要な権限のリストを示します。
タスク

エンド ユーザの権限

予算エントリの追加

必要な追加の権限

予算エントリの表示

必要な追加の権限
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物理リソース
CloudSense レポートに必要な権限
次の表に、使用可能な CloudSense 管理アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

CloudSense レポートの生成

デフォルト

CloudSense レポートを開く

必要な追加の権限

CloudSense レポートの電子メール送信

必要な追加の権限

CloudSense レポートの削除

必要な追加の権限

ラック サーバに必要な権限
次の表に、使用可能なラック サーバ管理アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

ラック サーバの電源のオン/オフの切り替え

必要な追加の権限

ラック サーバのシャットダウン

必要な追加の権限

ラック サーバのハード リセットの実行

必要な追加の権限

ラック サーバの電源再投入

必要な追加の権限

ラック サーバの KVM コンソールの起動

必要な追加の権限

サーバに必要な権限
次の表に、使用可能なサーバ管理アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

サーバの電源のオン/オフの切り替え

必要な追加の権限

サーバとサービス プロファイルの関連付け

必要な追加の権限

サーバの関連付け解除

必要な追加の権限
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タスク

エンド ユーザの権限

サーバの KVM コンソールの起動

必要な追加の権限

サービス プロファイルに必要な権限
次の表に、使用可能なサービス プロファイル管理アクションのリストと、必要な権限を示しま
す。
タスク

エンド ユーザの権限

サービス プロファイルの詳細の表示

デフォルト

サービス プロファイルとサーバの関連付け解除 必要な追加の権限
インベントリ収集のリクエスト

必要な追加の権限

SnapMirror に必要な権限
次の表に、使用可能な SnapMirror アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SnapMirror の詳細の表示

デフォルト

ストレージ仮想マシンに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM 管理アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM の詳細の表示

デフォルト

vFiler に必要な権限
次の表に、使用可能な NetApp vFiler アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

vFiler の詳細の表示

デフォルト

vFiler のセットアップ

必要な追加の権限

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
107

エンド ユーザ ポータルの設定
物理リソース

タスク

エンド ユーザの権限

vFiler での CIFS のセットアップ

必要な追加の権限

SVM イニシエータ グループに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM イニシエータ グループ アクションのリストと、必要な権限を示しま
す。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM イニシエータ グループの作成

必要な追加の権限

SVM イニシエータ グループの名前変更

必要な追加の権限

ポート セットを SVM イニシエータ グループに 必要な追加の権限
バインド
SVM イニシエータ グループからポート セット 必要な追加の権限
をバインド解除

SVM LUN に必要な権限
次の表に、使用可能な SVM LUN アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM LUN の詳細の表示

デフォルト

SVM LUN の作成

必要な追加の権限

SVM LUN のサイズ変更

必要な追加の権限

SVM LUN の複製

必要な追加の権限

SVM LUN をオンラインまたはオフラインにす 必要な追加の権限
る
SVM LUN をイニシエータ グループにマッピン 必要な追加の権限
グ
イニシエータ グループから SVM LUN をマッピ 必要な追加の権限
ング解除
SVM LUN でのスペース予約の切り替え
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SVM CIFS 共有に必要な権限
次の表に、使用可能な CIFS 共有アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM に対する CIFS 共有の作成

必要な追加の権限

SVM に対する CIFS 共有アクセスの設定

必要な追加の権限

SVM エクスポート ポリシーに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM エクスポート ポリシー アクションのリストと、必要な権限を示しま
す。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM のエクスポート ポリシーの作成

必要な追加の権限

SVM エクスポート ルールに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM エクスポート ルール アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM エクスポート ルールの作成

必要な追加の権限

SVM イニシエータに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM イニシエータ アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM イニシエータの作成

必要な追加の権限

SVM ポート セットに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM ポート セット アクションのリストと、必要な権限を示します。
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タスク

エンド ユーザの権限

SVM ポート セットの作成

必要な追加の権限

SVM ポート セットの破棄

必要な追加の権限

SVM ポート セットへのポートの追加

必要な追加の権限

SVM ポート セットからのポートの削除

必要な追加の権限

SVM SIS ポリシーに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM SIS ポリシー アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM の SIS ポリシーの作成

必要な追加の権限

SVM スナップショット ポリシーに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM スナップショット ポリシー アクションのリストと、必要な権限を示
します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM スナップショット ポリシーの詳細の表示 デフォルト
SVM でのスナップショット ポリシーの作成

必要な追加の権限

SVM でのスナップショット ポリシーの有効化 必要な追加の権限
と無効化
SVM スナップショット ポリシーのスナップ
ショット ポリシー スケジュールの作成

必要な追加の権限

SVM WWPN エイリアスに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM WWPN エイリアス アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM での WWPN エイリアスの作成

必要な追加の権限
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SVM ボリューム スナップショットに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM ボリューム スナップショット アクションのリストと、必要な権限を
示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM ボリュームのスナップショットの作成

必要な追加の権限

スナップショットからの SVM ボリュームの復 必要な追加の権限
元
スナップショットを使用して SVM ボリューム 必要な追加の権限
上のファイルを復元する
スナップショットを使用して SVM ボリューム 必要な追加の権限
でファイルを部分的に復元する

SVM ボリュームに必要な権限
次の表に、使用可能な SVM ボリューム アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

SVM ボリュームの詳細の表示

デフォルト

SVM ボリュームの作成

必要な追加の権限

SVM ボリュームをオフラインまたはオンライ
ンにする

必要な追加の権限

SVM ボリュームのサイズ変更

必要な追加の権限

SVM ボリュームの複製

必要な追加の権限

マルチボリューム スナップショットの作成

必要な追加の権限

SVM ボリュームの移動

必要な追加の権限

SVM ボリュームのマウントとマウント解除

必要な追加の権限

SVM ボリュームでの重複排除の有効化と無効
化

必要な追加の権限

SVM ボリュームでの重複排除の開始

必要な追加の権限
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タスク

エンド ユーザの権限

SVM ボリュームでの重複排除の停止

必要な追加の権限

SVM ボリュームでの Qtree の作成

必要な追加の権限

SVM ボリュームでのインベントリ収集の実行

必要な追加の権限

SVM ボリュームのスナップショット予約の設
定

必要な追加の権限

SVM ボリュームのグループへの割り当て

必要な追加の権限

グループからの SVM ボリュームの割り当て解 必要な追加の権限
除

vFiler ボリュームに必要な権限
次の表に、使用可能な vFiler ボリューム アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

vFiler ボリュームの詳細の表示

デフォルト

vFiler ボリュームの作成

必要な追加の権限

vFiler ボリュームのサイズ変更

必要な追加の権限

vFiler ボリュームのオフラインまたはオンライ 必要な追加の権限
ンの切り替え
vFiler ボリュームでの重複排除の有効化と無効 必要な追加の権限
化
NFS を使用した vFiler ボリュームのエクスポー 必要な追加の権限
ト
vFiler ボリューム スナップショットの作成

必要な追加の権限

vFiler ボリュームのスナップショット予約のサ 必要な追加の権限
イズ変更
vFiler ボリュームでの CIFS 共有の作成

必要な追加の権限

vFiler ボリュームに対する CIFS 共有アクセスの 必要な追加の権限
設定
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サービス

タスク

エンド ユーザの権限

vFiler ボリュームでの Qtree の作成

必要な追加の権限

サービス
支払い情報に必要な権限
次の表に、使用可能な支払いアクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

支払い情報の詳細の表示

必要な追加の権限

支払いを行う

必要な追加の権限

支払いの詳細の更新

必要な追加の権限

資金の確認

必要な追加の権限

サービス リクエストに必要な権限
次の表に、使用可能なサービス リクエスト アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

サービス リクエストの詳細の表示

デフォルト

標準のカタログ用サービス リクエストの作成

デフォルト

詳細なカタログのサービス リクエストの作成

デフォルト

サービス コンテナのサービス リクエストの作
成

デフォルト

ベア メタル カタログのサービス リクエストの デフォルト
作成
サービス リクエストのキャンセル

デフォルト

サービス リクエストの再送信

デフォルト

サービス リクエストのアーカイブ

デフォルト
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タスク

エンド ユーザの権限

サービス リクエストへのメモの追加

デフォルト

サービス リクエストのロールバック

デフォルト

ユーザ OVF 管理に必要な権限
次の表に、利用可能な OVF 管理アクションおよび必要な権限のリストを示します。
タスク

エンド ユーザの権限

OVF ファイルのアップロード

デフォルト

OVF ファイルの展開

デフォルト

仮想リソース
アプリケーション コンテナに必要な権限
次の表に、使用可能なアプリケーション コンテナ アクションのリストと、必要な権限を示しま
す。
タスク

エンド ユーザの権限

アプリケーション コンテナの詳細の表示

デフォルト

アプリケーション コンテナ レポートの表示

デフォルト

アプリケーション コンテナの電源管理

デフォルト

アプリケーション コンテナの廃止

デフォルト

アプリケーション コンテナの複製

デフォルト

アプリケーション コンテナへの VM の追加

デフォルト

導入済み APIC アプリケーション コンテナへの デフォルト
ベア メタル サーバの追加
アプリケーション コンテナの削除

デフォルト

VM コンソールへのアクセス

デフォルト
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タスク

エンド ユーザの権限

リソース制限の編集

デフォルト

コスト モデルの編集

デフォルト

アプリケーション コンテナ コントラクトの追
加

デフォルト

VM に必要な権限
次の表に、使用可能な VM ライフサイクル管理アクションのリストと、必要な権限を示します。
タスク

エンド ユーザの権限

VM の詳細の表示

デフォルト

VM でのインベントリ収集のリクエスト

デフォルト

VM クライアントの起動

必要な追加の権限

VM のリース時間の設定

必要な追加の権限

VM の電源管理

必要な追加の権限

スナップショットの作成

必要な追加の権限

スナップショットの復帰

必要な追加の権限

スナップショットをゴールデンとしてマーキン 必要な追加の権限
グ
VM の複製

必要な追加の権限

VM のサイズ変更

必要な追加の権限

VM の再同期

必要な追加の権限

VM ディスクの作成

必要な追加の権限

VM への vNIC の追加

必要な追加の権限

VNC 接続の設定とテスト

必要な追加の権限

VM の VDC への割り当て

必要な追加の権限
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タスク

エンド ユーザの権限

VM の VDC への移動

必要な追加の権限

VM をイメージとして複製

必要な追加の権限

VM をイメージとして変換

必要な追加の権限

VM での VMRC コンソールの有効化と無効化

必要な追加の権限

ISO イメージを CD/DVD ドライブとしてマウン 必要な追加の権限
ト

エンド ユーザ ポータルのユーザ インターフェイスの設
定
エンド ユーザの権限を有効にすることに加え、エンド ユーザ ポータルで特定の要素を有効にす
ることもできます。これには次が含まれます。
• ダッシュレットの設定
• ダッシュレット レポートの色の変更
• カタログの選択

ダッシュレットの設定
ダッシュレットは、エンド ユーザ ポータル のダッシュボードに表示できるレポートです。
使用可能なダッシュレットは、次のとおりです。
• VM
• UCS サーバ
• 注文
• カタログ
• 承認
管理者は、エンド ユーザ ポータル のダッシュレットの一部またはすべて表示させるかを選択で
きます。各ユーザ グループのダッシュレットを設定できます。
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（注）

すべての使用可能なダッシュレットはユーザ グループにユーザが含まれる場合にのみユーザ
グループを追加できます。ユーザ グループに 1 人のユーザもいない場合、ダッシュレットに
ユーザ グループは表示されません。
ユーザ グループのダッシュレットを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）]>[ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ グループ（User Groups）] タブをクリックします。

ステップ 3

ダッシュレットを設定したいユーザ グループを選択し、[ダッシュレットの設定（Dashlet Setup）] を選択
します。
[ダッシュレットのレポート（Dashlets Report）] 画面には、すべての使用可能なダッシュレットが表示さ
れます。
（注）
ユーザ グループ内にユーザがいない場合、[ダッシュレットのレポート（Dashlets Report）] 画面
ではダッシュレットは表示されません。ダッシュレットを設定するには、ユーザグループにユー
ザを追加します。

ステップ 4

[ダッシュレットのレポート（Dashlets Report）] 画面で、ユーザ グループ用にダッシュレットを選択した
くない場合、[削除（delete）]（X）アイコンをクリックします。

ステップ 5

ユーザ グループにダッシュレットを追加するには、[追加（plus）]（+）アイコンをクリックします。[エ
ントリの追加] 画面で、次のフィールドに入力します。
a) ダッシュレット名リストから、ダッシュレットのタイプを選択します。
b) ダッシュレット データ レポート セクションで、[追加（plus）]（+）アイコンをクリックします。
c) ダッシュレット データ レポートへのエントリの追加で、エントリ（ステータス、タイプ、選択した
ダッシュレット タイプの状態）を選択し、エントリの色を指定し、[送信（Submit）] をクリックしま
す。
d) エントリの REST に色を指定します。
e) ダッシュレットにエントリに色を指定した後、[Submit] をクリックします。

ステップ 6

[ダッシュレットのレポート（Dashlets Report）] 画面では、[エンド ユーザへの公開（Publish to end users）]
ボックスがチェックされていることを確認します。
このオプションを使用すると、このグループのユーザ用にダッシュレットを エンド ユーザ ポータル に表
示できます。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ダッシュレットのレポートの色の変更
管理者は、エンド ユーザ ポータルに表示されるダッシュレット レポート内の各エントリの色の
変更を選択できます。エントリはダッシュレットによりステータス（進行中または完了）、カテ
ゴリ タイプ（標準または拡張）、または電源の状態（オンまたはオフ）の可能性があります。た
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とえば、VM ダッシュレット用に、ON 状態に赤を OFF 状態にグレーを割り当てることができま
す。
ダッシュレット レポートのエントリの色を変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）]>[ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ グループ（User Groups）] タブをクリックします。

ステップ 3

ダッシュレットを設定したいユーザ グループを選択し、[ダッシュレットの設定（Dashlet Setup）] を選択
します。
[ダッシュレットのレポート（Dashlets Report）] 画面には、すべての使用可能なダッシュレットが表示さ
れます。

ステップ 4

[ダッシュレットのレポート（Dashlets Report）] で、ダッシュレットを選択し、[編集（Edit）] アイコンを
クリックします。
[エントリの追加（Add Entry）] 画面が表示されます。

ステップ 5

[エントリの追加] 画面で、次のフィールドに入力します。
a) ダッシュレット データ レポート領域へのエントリの追加で、エントリを選択し、エントリに色を指定
し、[Submit] をクリックします。
b) エントリの REST に色を割り当てます。
c) ダッシュレットにエントリに色を指定した後、[Submit] をクリックします。

ステップ 6

[エンド ユーザへの入力（Publish to end users）] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
このダッシュレットの変更のオプションを有効化すると、このグループのユーザ用にエンド ユーザ ポー
タル上に表示されます。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

エンド ユーザ ポータルのカタログの選択
管理者は、フォルダ内のフォルダおよびカタログをエンドユーザポータルのダッシュボードに表
示できます。最大 25 のカタログ フォルダと最大 25 のフォルダ内のカタログをエンド ユーザ ポー
タルのダッシュボードに表示できます。
カタログをエンドユーザポータルのダッシュボードに表示するよう設定するには、次の手順を実
行してください:

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）]>[ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ グループ（User Groups）] タブをクリックします。
MSP モードを有効にしている場合は、[お客様の組織（Customer Organizations）] タブを選択します。

ステップ 3

カタログを設定したいユーザ グループを選択し、[カタログの設定（Catalog Setup）] を選択します。
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[カタログの設定（Configure Catalog）] 画面でユーザ グループに使用できるカタログのリストが表示され
ます。
（注）
カタログのユーザ グループに割り当てられていない場合、[カタログの設定（Configure Catalog）]
画面は空です。
ステップ 4

[カタログの設定（Configure Catalog）] ダイアログ ボックスで、エンド ユーザ ポータル ダッシュボード
に表示する必要があるカタログのチェック ボックスをオンにします。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
エンド ユーザ ポータルへのログイン グループに属しているユーザは、ダッシュボードに選択されたカタ
ログとカタログ フォルダが入力されます。
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システム管理設定の管理
この章は、次の項で構成されています。
• 送信メール サーバの設定, 122 ページ
• 電子メール テンプレートの使用, 122 ページ
• システム パラメータの設定（任意）, 126 ページ
• ライセンスの更新, 128 ページ
• ライセンス使用率の確認, 128 ページ
• ライセンス使用率履歴の表示, 129 ページ
• リソース使用率データの表示, 129 ページ
• アプリケーション カテゴリ, 130 ページ
• ポータルのカスタマイズ, 132 ページ
• レポートのカスタマイズ, 138 ページ
• 詳細な制御の有効化, 139 ページ
• サービス プロバイダー機能の有効化, 141 ページ
• ユーザ メニュー, 141 ページ
• ユーザ権限の設定, 142 ページ
• システムのタスク, 142 ページ
• アイコンの管理, 148 ページ
• タグ ライブラリ , 151 ページ
• サポート情報, 153 ページ
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送信メール サーバの設定
Cisco UCS Director から送信されるすべての電子メールに SMTP サーバが必要です。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[電子メール設定（Mail Setup）] タブを選択します。

ステップ 3

[電子メール設定（Mail Setup）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[送信電子メールサーバ（SMTP）] フィールド

送信 SMTP サーバのアドレス。

[送信 SMTP ポート（Outgoing SMTP Port ）] フィー 送信 SMTP サーバ ポートの番号。
ルド
[送信 SMTP ユーザ（Outgoing SMTP User）] フィー ユーザ ID。
ルド
[送信 SMTP パスワード（Outgoing SMTP Password）] ユーザのパスワード。
フィールド
[送信電子メール送信者電子メールアドレス
（Outgoing Email Sender Email Address）] フィール
ド

ユーザの電子メール アドレス。

[サーバの IP アドレス（Server IP Address）] フィー Cisco UCS Director 仮想アプライアンスの IP アドレ
ルド
スまたはDNS名。このフィールドは、ユーザのワー
クフロー処理に対して、電子メールで正しいリンク
を作成するために使用します。
[テスト電子メールの送信（Send Test Email）] チェッ 現行の電子メール設定をテストするには、この
ク ボックス
チェック ボックスをオンにします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

電子メール テンプレートの使用
Cisco UCS Director には通知メカニズムがあり、VM のプロビジョニングなど、特定のイベントが
発生した場合に管理者に送信される電子メールを設定できます。また、すべてのタスクについて
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承認が必要な場合には、1 人の管理者、またはグループの管理者へ電子メール通知を送信できま
す。

（注）

電子メールの通知に対して複数の受信者を指定できます。カンマを区切り文字として使用し
て、複数の電子メール アドレスを区切ります。
Cisco UCS Director には、異なるシナリオに対応する、HTML 形式の電子メール テンプレートの
セットがあります。以下は、電子メール テンプレートで実行できるタスクの一部です。
• 新しい電子メール テンプレートの追加
• 既存の電子メール テンプレートの編集：電子メール テンプレートについて、件名とメッセー
ジの詳細、または書式設定とプレゼンテーションのフィールドを編集できます。テンプレー
ト内の Java 関連の情報は変更しないでください。
• 電子メール テンプレートのプレビュー：電子メールの内容をプレビューし、電子メール テ
ンプレートに変更が必要かどうかを確認できます。
• 電子メール テンプレートをデフォルトに設定：デフォルトの電子メール テンプレートに基
づいて電子メール通知が送信されるように設定できます。
• 電子メール テンプレートの削除：追加したテンプレートを削除できます。ただし、次のいず
れかの条件にあてはまる場合は、テンプレートを削除することはできません。
◦ テンプレートを追加してデフォルトのテンプレートに設定した。
◦ システムによって提供されたテンプレートである。

電子メール テンプレートの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[電子メールテンプレート（Email Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[テンプレートの追加（Add Template）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[電子メール テンプレート名（Email Template
Name）] フィールド

電子メール テンプレートの名前。

[テンプレートの説明（Template Description）] フィー 電子メール テンプレートの説明。
ルド
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名前

説明

[テンプレートのタイプ（Template Type）] ドロップ 追加する電子メール テンプレートのタイプを選択
ダウン リスト
します。このドロップダウン リストには、システ
ムから提供されたテンプレートが表示されます。
[件名（Subject）] フィールド

電子メール テンプレートの件名行。

[デフォルトの件名にリセットします（Reset to
Default Subject）] チェック ボックス

このチェック ボックスをオンにすると、入力した
件名行が削除され、システムにより提供された件名
行が [件名（Subject）] フィールドに読み込まれま
す。

[本文（Body）] フィールド

電子メールのコンテンツ、フォントのサイズと色、
通知トリガーなど、電子メール テンプレートを定
義する HTML コード。

[デフォルトの本文にリセットします（Reset to
Default Body）] チェック ボックス

このチェック ボックスをオンにすると、システム
が提供する電子メール テンプレートで使用されて
いる HTML コードが、[スクリプト（Script）] フィー
ルドに入力されます。
HTML コードが入力された後で、コードに対する変
更を維持するには、このチェック ボックスをオフ
にする必要があります。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
さらに変更を加えるかどうかを判断するには、電子メール テンプレートをプレビューで表示しま
す。
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電子メール テンプレートのプレビュー
Cisco UCS Director で新しい電子メール テンプレートを作成すると、電子メール コンテンツのプ
レビューを表示して、さらに変更が必要かどうかを判断できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[電子メールテンプレート（Email Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

テーブルから電子メール テンプレートを選択します。

ステップ 4

[テンプレートのプレビュー（Preview Template）] をクリックします。

ステップ 5

[レポートの起動（Launch Report）] ダイアログ ボックスで [送信（Submit）] をクリックします。
（注）
電子メール テンプレートのプレビュー モードでは、静的な情報だけが表示されます。顧客名な
どの動的な情報やリソースは表示されません。

次の作業
必要に応じて、電子メール テンプレートに戻ってさらに変更を加えることができます。

デフォルトの電子メール テンプレートの設定
通常は、システムテンプレートがデフォルトの電子メールテンプレートに設定されています。特
定のシナリオで複数のテンプレートを追加した場合は、いずれかのテンプレートをデフォルトの
テンプレートとして選択できます。デフォルトとしてテンプレートを設定すると、選択したテン
プレートが通知に使用されることを意味します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[電子メールテンプレート（Email Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

テーブルから電子メール テンプレートを選択します。

ステップ 4

[デフォルトの電子メール テンプレートとして設定（Set As Default Email Template）] をクリックします。
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システム パラメータの設定（任意）
システム パラメータの設定
システム パラメータを編集する必要があるのは、デフォルト値を変更する必要がある場合だけで
す。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[システムパラメータ（System Parameters）] タブを選択します。

ステップ 3

[システム（System）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[削除した VM のデータを保持する日数（Number of ユーザが定義した、システムで VM データを保持す
Days to Keep Deleted VMs Data）] フィールド
る日数。
[イベントを保持する日数（Number of Days to Keep
Events）] フィールド

ユーザが定義した、システムですべてのイベントを
保持する日数。
（注）

指定した期間を超えたイベントは削除さ
れます。

[傾向データを保持する日数（Number of Days to Keep ユーザが定義した、システムでインベントリの傾向
Trend Data）] フィールド
データまたは履歴データ（CPU、ストレージ、メモ
リ使用状況など）を保持する日数。
（注）

このデータはレポートに使用されま
す。

[計測データを保持する日数（Number of Days to Keep ユーザが定義した、システムで VM 計測レコードを
Metering Data）] ドロップダウン リスト
保持する日数。
（注）

このデータは、VM とリソースに固有で
す。

[URLからのVMロックコントロールのダウンロード Cisco UCS Director 稼働状態でシステムからアクセ
（Download VM Locking Controls from URL）] フィー スでき、サーバ上でホストされたコントロールファ
ルド
イルをロックする VM の URL
（注）
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名前

説明

[通貨（Currency）] ドロップダウン リスト

使用する通貨の種類を選択します。
使用可能な通貨は、[US]、[EURO]、[GBP]、
[KRW]、[CAD]、[CHF]、[CLP]、[NR]、[JPY]、
[AUD]、[NZD]、[SGD]、[HKD]、[MYR]、[MXN]、
[BRL]、[AED]、[DKK]、[SEK]、[KWD]、[CYN]、
[RUB]、[ZAR]、および [その他（Other）] です。

[通貨（Currency）] フィールド

通貨の名前（1 つのみ）を入力します。
（注）

このフィールドは、通貨として [その他
（Other）] が選択されている場合に表示
されます。

[通貨の精度（小数点以下の桁数）] ドロップダウン 通貨の小数点以下の精度を選択します。使用可能な
リスト
小数点以下の精度は 0 から 5 です。
[資金残高確認間隔（分）] ドロップダウン リスト

ステップ 4

資金の残高を確認する間隔を選択します。

[保存（Save）] をクリックします。

インフラストラクチャ システム パラメータの設定（任意）
仮想および物理システムインフラストラクチャリソースのポーリングに関するパラメータを設定
できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[インフラストラクチャシステムパラメータ（Infrastructure System Parameters）] タブを選択します。

ステップ 3

エントリ ボックスに、システム インフラストラクチャのトレンド データを保持する日数を入力します。
デフォルトは 30 日です。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
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ライセンスの更新
製品認証キー（PAK）を使用して、ライセンスを更新することができます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ライセンス（License）] の順に選択します。

ステップ 2

[ライセンスキー（License Keys）] タブを選択します。

ステップ 3

[ライセンスの更新（Update License）] オプションをクリックします。
[PAK の更新（Update PAK）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 4

[参照（Browse）] をクリックして PAK ライセンス ファイルにナビゲートし、ファイルを選択します。

ステップ 5

PAK ライセンス ファイルをアップロードするには、[アップロード（Upload）] をクリックします。
（注）
ライセンス ファイルをアップロードしない場合は、チェック ボックスをオンにして、ライセン
ス テキストをライセンス テキスト フィールドにコピー アンド ペーストします。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
ライセンスが更新されます。

ライセンス使用率の確認
[ライセンス使用率（License Utilization）] ページに、使用中のライセンス、および各ライセンスの
詳細（ライセンスの期限、使用可能な数、ステータス、コメントなど）が表示されます。ライセ
ンスの監査もこのページから実行できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ライセンス（License）] の順に選択します。

ステップ 2

[ライセンス使用率（License Utilization）] タブを選択します。

ステップ 3

Cisco UCS Director アプライアンスを選択します。

ステップ 4

（任意）ライセンス監査を実行するには、[ライセンス監査の実行（Run License Audit）] をクリックしま
す。

ステップ 5

[ライセンス監査の実行（Run License Audit）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）] をクリックしま
す。このプロセスは、実行に数分かかります。
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ライセンス使用率履歴の表示
ネットワークリソースの利用状況を把握するため、ライセンス取得済みネットワークコントロー
ラ、ストレージ コントローラ、サーバ、サーバおよびデスクトップ VM、およびスモール ポッド
とミディアム ポッドの数を時間の経過に伴い追跡できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ライセンス（License）] の順に選択します。

ステップ 2

[ライセンス使用率履歴（License Utilization History）] タブを選択します。
次のリソース カテゴリのライセンス使用状況履歴がタイムスタンプとともに表示されます。
• ネットワーク コントローラ
• ストレージ コントローラ
• サーバ
• サーバ VM
• デスクトップ VM
• スモール ポッド
• ミディアム ポッド

リソース使用率データの表示
ご使用の環境でのリソースの使用状況を確認できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ライセンス（License）] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース使用率のデータ（Resource Usage Data）] タブを選択します。
使用可能なレポート カテゴリを次に示します。
• リソース名：Cisco UCS Director に関連付けられている利用可能なリソースの名前。
• リソース数：利用可能な各リソースの量。
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アプリケーション カテゴリ
「アプリケーション カテゴリ」は、VM のワークロード タイプを定義するためのオプション設定
です。アプリーション カテゴリを使用しない場合、Cisco UCS Director はユーザ用にプロビジョニ
ングされたすべての VM を汎用 VM とみなし、CPU 集約型のワークロードを処理するように設定
します。デフォルトのアプリケーションカテゴリを使用するか独自のアプリケーションカテゴリ
を作成するかにかかわらず、アプリケーションのニーズに応じた定義済みワークロードのセット
をユーザに提供できます。
アプリケーション カテゴリのワークロード オプションには、次のものがあります。
• CPU 集約型
• ネットワーク I/O 集約型
• ディスク I/O 集約型
• メモリ集約型
• 上記の組み合せ
アプリケーションカテゴリを作成した後、対象とするクラウドアカウントに移動して、作成した
アプリケーション カテゴリに vDC ポリシーを割り当てることができます。この割り当てにより、
アプリケーションをプロビジョニングできるインフラストラクチャの境界が決まります。また、
アプリケーション カテゴリを使用して、アプリケーションのタイプに基づくクラスタを割り当て
ることもできます。たとえば、クラスタ 1 を Web アプリケーション用に割り当てて、クラスタ 2
をデータベース アプリケーション用に割り当てることができます。
ユーザがアプリケーション カテゴリを選択すると、Cisco UCS Director は vDC の割り当てに基づ
いて、アプリケーションのワークロードのニーズに最適な vDC 境界内の場所を判断します。たと
えば、ユーザが CPU 集約型のアプリケーション カテゴリを選択した場合、Cisco UCS Director は、
利用可能なインフラストラクチャのうち、CPU 使用率が最も低いインフラストラクチャにアプリ
ケーションをプロビジョニングします。

アプリケーション カテゴリの追加
デフォルトでは、Cisco UCS Director は次のアプリケーション カテゴリを提供します。これらのカ
テゴリを使用または編集できます。
• 検出された VM
• 汎用 VM
• Web サーバ
• アプリケーション サーバ
• データベース
• アプリケーション - CPU 集約型
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• アプリケーション - メモリ集約型
• アプリケーション - ディスク集約型
• アプリケーション -ネットワーク集約型
• その他のアプリケーション 1
• その他のアプリケーション 2
• その他のアプリケーション 3
Cisco UCS Director では、複数の仮想データセンターのアプリケーション カテゴリをシステム レ
ベルで作成できます。この機能により、個別の仮想データセンターを選択してカテゴリにポリシー
を割り当てるという反復的な作業が不要になります。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[アプリケーション カテゴリ（Application Categories）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[カテゴリの追加（Add Category）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[カテゴリラベル（Category Label）] フィールド

カテゴリの固有名。

[カテゴリコード（Category Code）] フィールド

カテゴリのコードを指定します。このコードは、
VM またはホスト名のテンプレートで使用できま
す。

[カテゴリの説明（Category Description）] フィール ポリシーの説明。
ド
[有効になっているカテゴリ（Category Enabled）]
チェック ボックス

カテゴリを有効にするには、このチェック ボック
スをオンにします。カテゴリを有効にすると、VDC
の割り当て時にそのカテゴリを選択できるようにな
ります。
このチェック ボックスをオンにしていない場合、
そのカテゴリはシステムで使用できません。

[デフォルトのスマート割り当てアルゴリズム
VM のプロビジョニングで適用する必要がある、デ
（Default Smart Allocation Algorithm）] ドロップダウ フォルトのアルゴリズムを選択します。
ン リスト

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
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アプリケーション カテゴリは、仮想データセンターの [カテゴリの管理（Manage Categories）] オプション
をクリックすると表示されます。

次の作業
アプリケーション カテゴリを作成した後、次の作業を実行できます。
• アプリケーション カテゴリを編集または複製します。
• 複数の仮想データセンターへのアプリケーション カテゴリを割り当てます。詳細について
は、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, （238 ページ）を参照してくだ
さい。

ポータルのカスタマイズ
組織は エンド ユーザ ポータル をカスタマイズですることができます。ブランディングおよびユー
ザインターフェイス関連の変更に対して、ロゴ、ログインページ、ホームページなどをカスタマ
イズできます。

ログイン ページと背景イメージのカスタマイズ
カスタム イメージをアップロードして、ログイン ページと背景イメージを変更できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[ログインページ（Login Page）] をクリックします。

ステップ 3

[カスタマイズ可能なログインページの使用（Use customizable Login page）] チェック ボックスをオンにし
ます。

ステップ 4

[ロゴイメージ（Logo Images）] ペインで [追加（Add）] をクリックし、次のフィールドに値を入力しま
す。
フィールド

説明

[イメージ ラベル（Image Label）] フィールド

イメージの名前。

[説明（Description）] フィールド

アップロードするイメージの説明。

[アップロードするファイルの選択（Select a file for イメージ ファイルを検索して選択するには、[参照
upload）] フィールド
（Browse）] をクリックします。
重要
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最適なイメージは、幅 200 ピクセル、高さ
100 ピクセルの PNG 形式です。
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フィールド

説明

[アップロード（Upload）] オプション

イメージをアップロードするには、このオプション
をクリックします。
このオプションは、イメージを参照し選択した後に
のみ有効になります。

[送信（Submit）] オプション

ステップ 5

イメージのアップロード後、[送信（Submit）] をク
リックします。

[背景画像（Background Images）] ペインで、項目を選択するか、[追加（Add）] をクリックして次のフィー
ルドに値を入力します。
フィールド

説明

[イメージ ラベル（Image Label）] フィールド

イメージの名前。

[説明（Description）] フィールド

アップロードするイメージの説明。

[アップロードするファイルの選択（Select a file for イメージ ファイルを検索して選択するには、[参照
Upload）] フィールド
（Browse）] をクリックします。
重要

[アップロード（Upload）] オプション

最適なイメージは、幅 890 ピクセル、高さ
470 ピクセル、余白 255 ピクセルです。ま
た、イメージは PNG 形式である必要があり
ます。

イメージをアップロードするには、このオプション
をクリックします。
このオプションは、イメージを参照し選択した後に
のみ有効になります。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
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アプリケーション ロゴのカスタマイズ
カスタムイメージをアップロードしてホームページのアプリケーションロゴをカスタマイズでき
ます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[アプリケーションロゴ（Application Logo）] タブを選択します。

ステップ 3

[イメージ（Images）] ペインで、[追加（Add）] をクリックしてリストされていない新規イメージを追加
し、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[イメージ ラベル（Image Label）] フィールド

イメージの名前。

[説明（Description）] フィールド

アップロードするイメージの説明。

[アップロードするファイルの選択（Select a file for イメージ ファイルを検索して選択するには、[参照
upload）] フィールド
（Browse）] をクリックします。
重要

[アップロード（Upload）] オプション

サポートされるイメージの形式は、PNG、
JPG、および GIF です。最適なイメージ サ
イズは幅 100 ピクセル、高さは 50 ピクセル
です。

イメージをアップロードするには、このオプション
をクリックします。
このオプションは、イメージを参照し選択した後に
のみ有効になります。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
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ファビコンのカスタマイズ
ページがブックマークされている場合に、ブラウザのアドレス バーやそのページ名の横に表示さ
れるお気に入りアイコン（ファビコン）をカスタマイズできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[ファビコン（Favicon）] タブを選択します。

ステップ 3

[イメージ ラベル（Image Label）] 列で、[追加（Add）] をクリックしてリストされていない新規イメージ
を追加し、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[イメージ ラベル（Image Label）] フィールド

イメージの名前。

[説明（Description）] フィールド

アップロードするイメージの説明。

[アップロードするファイルの選択（Select a file for イメージ ファイルを検索して選択するには、[参照
upload）] フィールド
（Browse）] をクリックします。
重要

[アップロード（Upload）] オプション

サポートされるイメージの形式は PNG で
す。最適なイメージ サイズは 16 X 16 ピク
セルです。

イメージをアップロードするには、このオプション
をクリックします。
このオプションは、イメージを参照し選択した後に
のみ有効になります。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
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アプリケーション ヘッダーのカスタマイズ
顧客ロゴの横の エンド ユーザ ポータル ラベルをカスタマイズするには、既存のラベルを変更し
ます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[アプリケーション ヘッダー（Application Header）] タブを選択します。

ステップ 3

[アプリケーション ヘッダー（Application Header）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ヘッダー全体の非表示（Hide Entire Header）]
チェック ボックス

ヘッダー セクションを非表示にするには、この
チェックボックスをオンにします。オンにすると、
ロゴ イメージ、アプリケーション名、リンク（[ロ
グアウト（Logout）] など）を含むヘッダーが非表
示になります。

[製品名（Product Name）] フィールド

ヘッダーに表示する必要のある製品名。

[製品名の 2 行目（Product Name 2nd Line）] フィー 製品の 2 番目の名前。
ルド
[バージョン情報] ダイアログの有効化（Enable About ヘッダーで [バージョン情報（About）] リンクを有
Dialog）] チェック ボックス
効にするには、このチェック ボックスをオンにし
ます。ヘッダーで [バージョン情報（About）] リン
クを無効にするには、このチェック ボックスをオ
フにします。
管理者ポータル
[カスタム リンク 1 のラベル（Custom Link 1 Label）] 管理者ポータルのカスタム リンク 1 のラベル。
フィールド
[カスタム リンク 1 の URL（Custom Link 1 URL）] 管理者ポータルのカスタム リンク 1 の URL。
フィールド
[カスタム リンク 2 のラベル（Custom Link 2 Label）] 管理者ポータルのカスタム リンク 2 のラベル。
フィールド
[カスタム リンク 2 の URL（Custom Link 2 URL）] 管理者ポータルのカスタム リンク 2 の URL。
フィールド
エンド ユーザ ポータル
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名前

説明

[カスタム リンク 1 のラベル（Custom Link 1 Label）] エンド ユーザ ポータルのカスタム リンク 1 のラベ
フィールド
ル。
[カスタム リンク 1 の URL（Custom Link 1 URL）] エンド ユーザ ポータルのカスタム リンク 1 の
フィールド
URL。
[カスタム リンク 2 のラベル（Custom Link 2 Label）] エンド ユーザ ポータルのカスタム リンク 2 のラベ
フィールド
ル。
[カスタム リンク 2 の URL（Custom Link 2 URL）] エンド ユーザ ポータルのカスタム リンク 2 の
フィールド
URL。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

日付表示のカスタマイズ
さまざまな日付表示の形式がサポートされています。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[日付の表示（Date Display）] タブを選択します。

ステップ 3

日付形式を編集します。

ステップ 4

必要に応じて、[タイムゾーンの非表示（Hide Timezone）] をクリックし、タイム ゾーンがユーザ インター
フェイスに表示されないようにします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
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カラー テーマのカスタマイズ

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[カラーテーマ（Color Theme）] タブを選択します。

ステップ 3

ドロップダウン リストから使用可能なテーマ スタイルを選択します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ログアウト時のリダイレクト先のカスタマイズ

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[ログイン時のリダイレクト先（Login Redirect）] タブを選択します。

ステップ 3

URL を入力します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

レポートのカスタマイズ
レポートのカスタマイズでは、カスタム ラベルを作成したり、使用可能なレポートを非表示にし
たりできます。
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（注）

ユーザおよびグループのレポートをカスタマイズまたは非表示にすることはできません。他の
すべてのページではレポート テーブルをカスタマイズすることができます。[アクションあり
の表形式（Tabular with actions）] として識別されるレポートのみカスタマイズできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[レポートのカスタマイズ（Reports Customization）] タブを選択します。

ステップ 3

レポートを選択します。

ステップ 4

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

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

[レポートを非表示（Hide Report）] チェック ボック レポートを非表示にするには、このチェック ボッ
ス
クスをオンにします。レポートを表示するには、こ
のチェック ボックスをオフにします。
[新しいラベル（New Label）] フィールド

ステップ 6

レポートの新しいラベル（必要な場合）。

[保存（Save）] をクリックします。

詳細な制御の有効化
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[詳細な制御（Advanced Controls）] タブを選択します。

ステップ 3

次の手順を実行します。
名前

説明

[パフォーマンスモニタリング（Performance
Monitoring）] チェック ボックス

仮想インフラストラクチャのモニタリング、物理イ
ンフラストラクチャのモニタリング、および外部ク
ラウドのモニタリングを有効にするには、この
チェック ボックスをオンにします。
必要に応じて、このカテゴリのチェック ボックス
をすべてオンにします。
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名前

説明

[リソース メーター（Resource Metering）] チェック VM メーター機能のモニタリングを有効にするに
ボックス
は、このチェック ボックスをオンにします。
（注）

[イベントのモニタリング（Event Monitoring）]
チェック ボックス

VM メーター機能が無効になっている場
合、チャージバックは作動しません。

仮想および物理インフラストラクチャのイベントを
有効にするには、このチェック ボックスをオンに
します。

[自動サポート（Auto Support）] チェック ボックス 自動サポートを有効にする場合は、このチェック
ボックスをオンにします。
[ヒート マップ レポート コンピューティング（Heat 仮想インフラストラクチャのヒート マップ レポー
Map Report Computing）] チェック ボックス
トの生成を有効にするには、このチェック ボック
スをオンにします。
[自動評価（Automatic Assessment）] チェック ボッ
クス

仮想評価のレポートを生成するには、このチェック
ボックスをオンにします。

[適応プロビジョニング インデックス（Adaptive
Provisioning Indexing）] チェック ボックス

さまざまなホストパラメータについてホストのロー
ド インデックスを有効にし、4 時間ごとに計算する
には、このチェック ボックスをオンにします。
これらのインデックスは、カタログの適応プロビ
ジョニングで使用されます。インデックスの数が小
さいと、ホストがプロビジョニング対象として選択
される可能性が高くなります。このプロセスは、特
定の VDC のコンピューティング ポリシーに従って
機能します。

[VDCポリシーに基づいて非アクティブな VM を削 管理者が指定した時間が経過した後、VDC の非ア
除（Delete Inactive VMs Based on VDC Policy）]
クティブな（電源がオフになっている）VM を有効
チェック ボックス
化して削除するには、このチェック ボックスをオ
ンにします。これらの非アクティブな VM の削除
は、管理者によって定義された VM 管理ポリシーに
よっても制御されます。非アクティブな VM が削除
される前に、電子メールでの通知がユーザに送信さ
れます。
このプロパティは、VM管理ポリシーの[非アクティ
ブな VM を削除するまでの期間（Delete after inactive
VM days）] フィールドに関連付けられます。
（注）
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デフォルトでは、このプロパティ ボック
スはオフになっています。
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ステップ 4

名前

説明

[システム タスクのリモート実行（System Task
Remoting）] チェック ボックス

管理のためにリモート実行を有効にするには、この
チェック ボックスをオンにします。

[送信（Submit）] をクリックします。

サービス プロバイダー機能の有効化
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[サービス プロバイダー機能（Service Provider Feature）] タブを選択します。

ステップ 3

次の手順を実行します。
名前

説明

[Enable Service Provider Feature (Requires System
Cisco UCS Director でサービス プロバイダーを有効
Restart)（サービス プロバイダー機能の有効化（シ にするには、このチェック ボックスをオンにしま
ステムの再起動が必要））] チェック ボックス
す。
[組織名（第 1 レベル）（Organization Name (First
Level)）] フィールド

この機能を有効にする親組織の名前。

[組織名（第 2 レベル）（Organization Name (Second この機能を有効にする子組織の名前。
Level)）] チェック ボックス

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ユーザ メニュー
個々のユーザ ロールに応じてカスタマイズしたメニュー操作を有効にすることができます。ユー
ザがアプリケーション内で表示、アクセスできるメニュー設定は、指定されているユーザの権限
および、権限毎に設定されているメニュー操作に基づきます。
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ユーザ メニューの設定

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[メニュー設定（Menu Settings）] タブを選択します。

ステップ 3

ドロップダウン リストから、ユーザ ロールを選択します。

ステップ 4

チェック ボックスのオンとオフを切り替えてロールに対するメニューの許可を設定するか、[デフォルト
にリセット（Reset to Defaults）] チェック ボックスをオンにします。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ユーザ権限の設定
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザの権限（User Permissions）] タブを選択します。

ステップ 3

ドロップダウン リストから、ユーザ ロールを選択します。

ステップ 4

[許可されている操作（Allowed Operations）] ダイアログ ボックスで、選択したユーザ ロールの読み取り/
書き込み操作を確認できます。

ステップ 5

チェック ボックスをオン/オフにして個々のロールの読み取り/書き込み操作の許可を設定するか、[デフォ
ルトにリセット（Reset to Defaults）] チェック ボックスをオンにします。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

システムのタスク
[システムのタスク（System Tasks）] タブには、現在 Cisco UCS Director で利用可能なすべてのシ
ステム タスクが表示されます。ただし、このシステム タスクのリストは、Cisco UCS Director で
作成したアカウントのタイプにリンクされています。たとえば、初めてログインした場合は、一
連の汎用システム関連のタスクまたは VMware 関連タスクだけがこのページに表示されます。ラッ
ク アカウントや Cisco UCS Manager アカウントなどのアカウントを追加した際に、これらのアカ
ウントに関連するシステム タスクがこのページに読み込まれます。
以下は、[システムのタスク（System Tasks）] ページから完了できるタスクです。
• 使用可能なシステム タスクの参照：[展開（Expand）] および [折りたたむ（Collapse）] オプ
ションを使用して、このページで使用可能なすべてのシステム タスクを表示できます。タス
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クは Cisco UCS Director で使用可能なアカウントに従って分類されます。例：Cisco UCS タス
ク、NetApp タスクなど。
• システム タスクの無効化と有効化：アプライアンスで実行しているプロセスまたはタスクが
複数ある状況において、システム タスクの無効化を選択することができます。無効にする
と、手動で有効にするまで、システム タスクは実行されません。これは他のレポートに入力
されるデータに影響します。たとえば、インベントリ収集のシステム タスクを無効にする
と、このデータが必要なレポートに正確なデータが表示されない場合があります。この場
合、インベントリ収集プロセスを手動で実行するか、システム タスクを有効にする必要があ
ります。
詳細については、システム タスクの有効化または無効化, （148 ページ）を参照してくださ
い。
サーバが 1 台しかないシングル ノード設定では、すべてのシステム タスクがこのサーバで実行さ
れます。複数のサーバが設定されているマルチノード設定では、デフォルトですべてのシステム
タスクがプライマリ サーバで実行されます。ただし、セカンダリ サーバで実行するシステム タ
スクを指定できます。次に示すのは、このタスクを実行する推奨手順です。
1 セカンダリ サーバがノードとして Cisco UCS Director で使用できることを確認します。サーバ
が使用できない場合、サーバをノードとして追加する必要があります。詳細については、サー
ビス ノードの作成, （145 ページ）を参照してください。
2 使用可能なサーバからノード プールを作成します。詳細については、ノード プールの作成, （
144 ページ）を参照してください。
3 システム タスク ポリシーを作成し、ノード ポリシーと関連付けます。詳細については、シス
テム タスク ポリシーの作成, （144 ページ）を参照してください。
4 ノード プールをシステム タスク ポリシーと関連付けます。詳細については、システム タスク
ポリシーへのノード プールの割り当て, （145 ページ）を参照してください。
5 システム タスクを選択し、システム タスク ポリシーと関連付けます。詳細については、シス
テム タスクへのシステム ポリシーの割り当て, （147 ページ）を参照してください。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
143

システム管理設定の管理
ノード プールの作成
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ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[サービスノード（Service Nodes）] タブを選択します。

ステップ 3

[サービスノードプール（Service Node Pools）] アイコンをクリックします。[サービスノードプール（Service
Node Pool）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[+]（正符号）アイコンをクリックします。[サービスノードプールにエントリを追加（Add Entry to Service
Node Pools）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

[名前（Name）] フィールドに、ノード プール名を入力します。

ステップ 6

（任意）[説明（Description）] フィールドに、ノード プール名の説明を入力します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。ノード プールが作成されます。

システム タスク ポリシーの作成
管理者は、いくつかのポリシーの結合、システムタスクポリシーの作成をデフォルトのシステム
タスク ポリシーに加えて、選択することができます。複数のシステム タスクを 1 つのシステム
タスクポリシーとしてグループ化して、どのシステムタスクがどのノードで実行されるかを後で
決定できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[システムタスクポリシー（System Task Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] アイコンをクリックします。[追加（Add）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 4

[名前（Name）] フィールドに、システム タスク ポリシーに指定する名前を入力します。

ステップ 5

（任意） [説明（Description）] フィールドに、システム タスク ポリシーの説明を入力します。

ステップ 6

[ノードプール（Node Pool）] ドロップダウン リストから、このシステム タスク ポリシーが属するノード
プールを選択します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
選択したノード プールは、新しく作成されたシステム タスク ポリシーに属するようになりました。
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システム タスク ポリシーへのノード プールの割り当て

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[システムタスクポリシー（System Task Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

既存のシステム タスク ポリシーを [名前（Name）] 列から選択して、[編集（Edit）] アイコンをクリック
します。[編集（Edit）] ダイアログボックスが表示されます。
（注）
デフォルトのシステム タスク ポリシーが使用されている場合、このポリシーにサービス ノード
を割り当てることができます。デフォルトとは異なるポリシーを設定する場合は、システム タ
スク ポリシーの作成, （144 ページ）を参照してください。

ステップ 4

[ノード プール（Node Pool）] ドロップダウンリストから、この [システム タスク ポリシー（System Task
Policy）] が属するノード プールを選択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
選択したノード プールは、このシステム タスクのポリシーに属することになります。

サービス ノードの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[サービスノード（Service Nodes）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）ボタンをクリックします。

ステップ 4

[サービスノード（Service Node）] 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

[ノード名（Node Name）] フィールド

サービス ノードの名前。

[ロール（Role）] フィールド

このフィールドは編集できません。デフォルトで
は、このフィールドには、[サービス（Service）] を
このノードのロールとして表示します。

[サービス ノード プール（Service Node Pool）] ド
ロップダウンリスト

デフォルトでは、[デフォルト サービス ノード プー
ル（default-service-node-pool）] タブが表示されま
す。
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名前

説明

[DNS 名（DNS Name）] フィールド

サービス ノードの DNS 名または IP アドレスを入力
します。
（注）
このフィールドには、プライマリ ノード
の IP アドレスは使用できません。有効な
サービス ノード DNS 名または IP アドレ
スが入力されていることを確認します。

[説明（Description）] フィールド

サービス ノードの説明。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

[http]（デフォルト）または [https] を選択します。

[ポート（Port）] フィールド

Hypertext Transfer Protocol（HTTP）のデフォルトの
TCP ポートは、デフォルトでは 80 が入力されます。
必要に応じて異なる TCP ポートを入力します。

[ユーザ名（UserName）] フィールド

デフォルトでは、ユーザ名 infraUser が入力されま
す。
infraUser は、デフォルトで作成されるユーザ アカ
ウントです。メニュー バーからこのユーザ アカウ
ントを検索するには、[管理（Administration）] >
[ユーザとグループ（Users and Groups）] を選択しま
す。
[ログイン ユーザ（Login Users）] タブを選択し、
[ログイン名（Login Name）] カラムで[インフラ ユー
ザ（infraUser）] ユーザ アカウントを見つけます。
InfraUser ユーザ名はシステム自体にログ
インするデフォルトの管理者ユーザでは
ありません。
別のユーザ名をこのフィールドに追加できます。
サービス ノードでの認証に、このユーザの API キー
が使用されます。
（注）

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
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システム タスクへのシステム ポリシーの割り当て

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[システムタスク（System Task）] タブを選択します。

ステップ 3

システム タスクが含まれているフォルダを選択します。フォルダの矢印をクリックして、タスクを展開し
ます。
（注）
128 のシステム タスクが使用可能で
す。

ステップ 4

タスクを選択し、[タスクの管理（Manage Task）] アイコンをクリックします。
[タスクの管理（Manage Task）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

[タスク実行（Task Execution）] ドロップダウン リストから [有効化（Enable）] を選択します。

ステップ 6

[システムタスクポリシー（System Task Policy）] 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。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
選択したシステム ポリシーにシステム タスクが割り当てられます。

システム タスクの実行
Cisco UCS Director では、サービス ノードでリモートで実行できないシステム タスクが含まれま
す。システム ポリシーは、ローカル ホストまたはプライマリ ノードからリモートで割り当てる
こともできます。
また、特定のシステム タスクを検索および選択でき、システムですぐに実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[システム タスク（System Tasks）] タブを選択します。

ステップ 3

リストからタスクを選択します。

ステップ 4

[今すぐ実行（Run Now）] をクリックします。
システム タスクを実行した結果がユーザ インターフェイスに更新されます。
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システム タスクの有効化または無効化

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[システムタスク（System Task）] タブを選択します。

ステップ 3

1 つ以上のシステム タスクを含むフォルダを選択します。フォルダの矢印をクリックして、タスクを展開
します。
（注）
128 のシステム タスクが使用可能で
す。

ステップ 4

タスクを選択し、[タスクの管理（Manage Task）] アイコンをクリックします。
[タスクの管理（Manage Task）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

システム タスクを無効にするには、[タスクの実行（Task Execution）] ドロップダウンリストから [無効
（Disable）] を選択します。

ステップ 6

システム タスクを有効にするには、[タスクの実行（Task Execution）] ドロップダウンリストから [有効
（Enable）] を選択します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

アイコンの管理
Cisco UCS Director は、カタログ アイコンのカスタマイズと管理をサポートします。各アイコン
セットには多くのイメージが含まれます。アイコン セット内のイメージは、カタログ作成フォー
ムで使用できるアイコンにそれぞれ対応しています。
4 組の事前設定されたアイコン セットは次のとおりです。
• コンテナ カタログ アイコン セット
• カタログ フォルダ アイコン セット
• 高度なカタログ アイコン セット
• 標準カタログ アイコン セット
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ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[アイコン管理（Icon Management）] タブを選択します。

ステップ 3

アイコン セット カテゴリを選択します。

ステップ 4

[アイコン イメージ（Icon Images）] をクリックします。

ステップ 5

[アイコン イメージの管理（Manage Icon Images）] ダイアログ ボックスで、[追加（Add）]（+）をクリッ
クします。

ステップ 6

[アイコン イメージへのエントリの追加（Add entry to Icon Images）] 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

[イメージ ラベル（Image Label）] フィールド

イメージの新しいラベル。このラベルは、カタログ
の作成中にアイコンのドロップダウン リストに表
示するために使用されます。

[説明（Description）] フィールド

イメージの説明。

[アップロードするファイルの選択（Select a file for [参照（Browse）] をクリックしてファイルを特定し
Upload）] フィールド
てから、[アップロード（Upload）] をクリックしま
す。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
イメージが、[アイコン イメージの管理（Manage Icon Images）] ダイアログ ボックスにリストされます。

ステップ 8

[閉じる（Close）] をクリックします。

次の作業
カタログを作成または変更する際には、このアイコンを選択できます。
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ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[アイコン管理（Icon Management）] タブを選択します。

ステップ 3

アイコンのカテゴリを選択します。

ステップ 4

[アイコン イメージ（Icon Images）] をクリックします。

ステップ 5

[アイコン イメージの管理（Manage Icon Images）] ウィンドウで、編集するアイコン イメージを選択しま
す。

ステップ 6

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 7

[アイコン イメージエントリの編集（Edit Icon Images Entry）] ダイアログ ボックスで、[説明（Description）]
を編集します。

ステップ 8

[参照（Browse）] をクリックしてイメージを参照し、アップロードする代わりのファイルを選択します。

ステップ 9

[アップロード（Upload）] をクリックします。

ステップ 10 アップロードが終了したら、[送信（Submit）] をクリックします。

アイコンの削除

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[アイコン管理（Icon Management）] タブを選択します。

ステップ 3

[アイコン イメージの管理（Manage Icon Images）] ウィンドウでアイコンのイメージを選択し、[削除
（Delete）] アイコンをクリックします。

ステップ 4

[削除（Delete）]（X）をクリックします。
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ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[アイコン管理（Icon Management）] タブを選択します。

ステップ 3

[アイコン イメージ（Icon Images）] をクリックします。

ステップ 4

[アイコン イメージの管理（Manage Icon Images）] ウィンドウで、プレビューするアイコン イメージを選
択します。

ステップ 5

[情報（Information）] アイコンをクリックしてイメージをプレビューします。

タグ ライブラリ
タグ付けは、オブジェクトにラベルを割り当てるときに行います。管理者は、Cisco UCS Director
のリソースグループやユーザグループなどのオブジェクトにタグ付けするかどうかを決定できま
す。コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、仮想などのカテゴリにタグを割り当てる
ことができます。また、選択したカテゴリのアカウントの特定のタイプにタグを適用することも
できます。リソース グループでのタグの適用と削除の方法については、『Cisco UCS Director APIC
Management Guide』のセクション「Managing Tags of a Resource Group」の項を参照してください。
タグが作成されると、定義された適用可能なルールに基づいて、タグがフィルタ処理され、オブ
ジェクトレポートに表示されます。タグは、リソースグループなどのオブジェクトに関連付ける
ことができます。タグに関連付けたリソースのエンティティを表示するには、タグを選択し、[詳
細の表示（View Details）] をクリックします。別の方法として、タグをダブルクリックすること
もできます。

（注）

リソース エンティティがタグに関連付けられていない場合、テーブルは空になります。
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タグの作成
レポート ページで 1 つ以上のオブジェクトに割り当てることができるタグを作成するには、[タグ
ライブラリ（Tag Library）] タブの [作成（Create）] アイコンを使用します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）][タグ ライブラリ（Tag Library）] > を選択します。

ステップ 2

[タグ ライブラリ（Tag Library）] タブで、[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 3

[タグの作成（Create Tag）] 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

[名前（Name）] フィールド

タグの名前。

[説明（Description）] フィールド

タグの説明。

[タイプ（Type）] ドロップダウン リスト

タグ タイプとして [整数（INTEGER）] または [文
字列（STRING）] を選択します。

[可能なタグ値（Possible Tag Values）] フィールド

タグに設定可能な値。

ステップ 4

[Next] をクリックします。

ステップ 5

[適用可能なルール（Applicability Rules）] 画面で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[エンド ユーザに表示（Visible to End User）] フィー タグがエンドユーザに表示されるようにするには、
ルド
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

[タグ付け可能なエンティティ（Taggable Entities）] タグの適用が必要なエンティティを選択します。
フィールド
エンティティを追加するには、以下の手順に従って
ください。
1 + アイコンをクリックします。
2 [カテゴリ（Category）] ドロップダウン リスト
からカテゴリを選択します。次のいずれかを設
定できます。
• [Virtual_Compute]
• [Virtual_Storage]
• [Virtual_Network]
• [Physical_Compute]
• [Physical_Storage]
• [Physical_Network]
• 管理（Administration）
3 タグ付け可能なエンティティを選択します。
4 [送信（Submit）] をクリックします。
（注）

ステップ 6

タグは、セットになったタグ付け可能な
エンティティに応じてそれぞれのカテゴ
リの下に表示されます。

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
作成したタグは、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、および削除でき
ます。

サポート情報
Cisco UCS Director サポートは、ライセンス ステータス、データベース テーブル、バージョン、
リソース使用状況、ログ、トラブルシューティング用のデバッグ プロセスを含む、基本および高
度なシステム情報を提供します。
[サポート情報（Support Information）] ページでは、次の操作を実行できます。
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• システム情報の表示（基本）
• システム情報の表示（詳細）
• ログの表示
• すべてのログのダウンロード
• デバッグのロギングを開始および停止
• API のロギングを開始および停止

システム情報の表示
Cisco UCS Director ユーザ インターフェイスからシステム情報にアクセスできます。次のタイプの
システム情報にアクセスできます。
• 基本システム情報
• 詳細システム情報
基本システム情報には次のものがあります。
• ソフトウェアのバージョン
• アップタイム
• サービス ステータス
• システム ライセンス ステータス
• システムの使用状況
• コンピュート アカウント ステータス
• コンピュート サーバ ステータス
• ストレージ アカウント ステータス
• システム カタログ
• ネットワーク デバイスのステータスと
• クラウド ステータス
詳細システム情報は次の情報を含んでいます。
• 基本システム情報
• データベース テーブル サマリー
• 本体設定
• TOP プロセス情報
• プロセッサ、メモリ、ディスク、ログ ファイル、ネットワーク、ログインの情報
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• システム タスク ステータス
• クラウド インベントリ
• モニタリング ステータス

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [サポート情報（Support Information）] の順に選択します。

ステップ 2

[システム情報（System Information）] ドロップダウン リストより、表示したいシステム情報を選択しま
す。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。
[システム情報（System Information）] ページが新しいタブで開き、アプライアンスに関する情報が Cisco
UCS Director 表示されます。

ログの表示
Cisco UCS Director システムの次のログを照合します。
• インフラマネージャ
• Web コンテキストクラウドマネージャ
• Tomcat ログ
• オーセンティケータログ
• メール配信ログ
• パッチログ

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [サポート情報（Support Information）] の順に選択します。

ステップ 2

[システム情報（System Information）] ドロップダウン リストから、[ログを表示（Show Log）] を選択しま
す。

ステップ 3

[ログを表示（Show Log）] ドロップダウン リストから、表示したいログを選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
ログ ファイルが新しいタブ、またはブラウザ ウィンドウで開き、使用可能な情報、警告、およびエラー
ログが表示されます。
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ログのダウンロード
zip ファイルとしてすべてのログ ファイルをダウンロードできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [サポート情報（Support Information）] の順に選択します。

ステップ 2

[システム情報（System Information）] ドロップダウン リストから、[すべてのログのダウンロード（Download
All Logs）] を選択します。

ステップ 3

[ダウンロード（Download）] をクリックします。

デバッグ ログの開始
デバッグ ログでは、最大で 30 分間のデバッグ ログをログ ファイルに記録できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [サポート情報（Support Information）] の順に選択します。

ステップ 2

[システム情報（System Information）] ドロップダウン リストから、[デバッグ ログ（Debug Logging）] を
選択します。

ステップ 3

[デバッグ ログの開始（Start Debug Logging）] をクリックします。

ステップ 4

記録を停止するには、[デバッグ ログの停止（Stop Debug Logging）] をクリックします。
録音は自動的に 30 分の制限に達すると停止します。

ステップ 5

zip のログファイルをダウンロードするには、[HH.MM.SS]（時間）から [デバッグ ログをダウンロード
（Download Debug Logs ）] from をクリックします。
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API ログの生成
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [サポート情報（Support Information）] の順に選択します。

ステップ 2

[システム情報（System Information）] ドロップダウン リストから、[API ログ（API Logging）] を選択しま
す。

ステップ 3

[API ログの開始（Start API Logging）] をクリックします。

ステップ 4

目的のテストを実行します。

ステップ 5

記録を停止するには、[API ログの停止（Stop API Logging）] をクリックします。

ステップ 6

zip ファイルをダウンロードするには [HH.MM.SS] から [API デバッグ ログをダウンロード（Download API
Debug Logs）]（時間）をクリックします。
圧縮（zip）ファイルが生成され、デスクトップにダウンロードされます。この zip ファイルには、タイム
スタンプとともに、アプライアンスで起動した REST API が記載されたテキスト ファイルが含まれていま
す。

データベース監査ロギング
データベース監査ロギングによって、ログイン イベントおよび照会イベントに関する情報を記録
できます。これらのイベントは、/var/lib/mysql/data/audit.log ファイルに記録されま
す。デフォルトでは、データベース監査ロギングは無効になっています。データベース監査ロギ
ングを有効にするには、dbAuditLog.sh コマンドを使用します。詳細については、監査ロギングの
有効化, （157 ページ）を参照してください。

（注）

大量の監査ログが出力された結果、システムにパフォーマンス上の問題が発生した場合、デー
タベース監査ロギングを無効にできます。

監査ロギングの有効化

ステップ 1

直接、または SSH クライアントを使用して、Cisco UCS Director アプライアンスに root でログインします。

ステップ 2

次のコマンドを実行して、システム上で実行されているすべてのサービスを停止します。
[root@localhost infra]# pwd
/opt/infra
[root@localhost infra]# ./stopInfraAll.sh
[root@localhost infra]# ./statusInfra.sh
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ステップ 3

次のコマンドを実行し、監査ロギングを有効にします。
[root@localhost infra]# cd bin
[root@localhost bin]# pwd
/opt/infra/bin
[root@localhost bin]# ./dbAuditLog.sh ON

ステップ 4

次のコマンドを実行し、サービスを再起動します。
[root@localhost infra]# pwd
/opt/infra/bin
[root@localhost infra]#./startInfraAll.sh

ステップ 5

次のコマンドを実行し、監査ロギングのステータスを確認します。
[root@localhost bin]# ./dbAuditLog.sh STATUS
audit-log= ON

データベースの起動に問題があることを示すメッセージが表示された場合は、audit.log ファイルを削
除または名前を変更してから、Cisco UCS Director データベース サーバを再起動する必要があります。
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統合設定の管理
この章は、次の項で構成されています。
• 構成管理データベースの統合, 159 ページ
• 計測データのエクスポート, 160 ページ
• 変更レコード, 161 ページ
• システム ログ, 161 ページ
• ストレージおよび OVF のアップロード, 163 ページ
• 複数言語のサポート, 163 ページ

構成管理データベースの統合
構成管理データベース（CMDB）は、システムの変更を追跡および管理するために使用されます。
CMDB には通常、仮想マシン（VM）、サービス リクエスト、グループなどのリソースに対する
追加、削除、または変更のイベント タイプが表示されます。

CMBD 統合の設定
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [統合（Integration）] の順に選択します。

ステップ 2

[CMDB統合設定（CMDB Integration Setup）] タブを選択し、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[FTP サーバにエクスポート（Export to FTP Server）] FTP サーバに変更記録をエクスポートするには、こ
チェック ボックス
のチェック ボックスをオンにします。
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名前

説明

[エクスポート形式（Export Format）] ドロップダウ エクスポート形式の種類（CSV または XML）を選
ン リスト
択します。
[FTP サーバ（FTP Server）] フィールド

FTP サーバのアドレス。

[FTP ポート（FTP Port）] フィールド

FTP サーバ ポート番号。

[FTP ユーザ（FTP User）] フィールド

FTP ユーザ ID。

[FTP パスワード（FTP Password）] フィールド

FTP ユーザ パスワード。

[FTP エクスポート頻度（FTP Export Frequency）]
ドロップダウン リスト

変更記録を FTP サーバにエクスポートする頻度を
選択します。

[FTP ファイル名（FTP File Name）] フィールド

エクスポートされる変更記録のファイル名。ファイ
ルがターゲット FTP サーバにエクスポートされる
たびに、次の変数を使用して新しいファイル名を作
成できます。
MONTH、WEEK、DAY、YEAR、HOUR、MIN、
SEC、MLLIS
例：XYZ-$DAY-$HOUR-$MIN-$SEC

[FTP のテスト（Test FTP）] チェック ボックス

ステップ 3

FTP の設定をテストするには、このチェック ボッ
クスをオンにします。

[保存（Save）] をクリックします。

計測データのエクスポート
計測データのエクスポートを設定することにより、VM リソースの使用率や、リソース アカウン
ティングの詳細などのトレンド データを、サーバへエクスポートできます。
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計測データのエクスポートの設定

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [統合（Integration）] の順に選択します。

ステップ 2

[計測データのエクスポートの設定（Metering Data Export Setup）] タブを選択し、Configuration Management
Database（CMDB）の設定に使用されるフィールドに値を入力します。
詳細については、CMBD 統合の設定, （159 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

変更レコード
変更レコードの表示

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[レコードの変更（Change Records）] タブを選択します。
（注）
最大 1,000 件のレコードを表示できま
す。

システム ログ
システム ログ（syslog）情報を設定されたサーバに転送できます。各システム メッセージは重大
度レベルに関連付けられます。ターゲットサーバに転送するシステムログの重大度レベルを決定
できます。
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システム ログの設定
手順の概要
1. メニュー バーで、[管理（Administration）] > [統合（Integration）] の順に選択します。
2. [syslog] タブを選択します。
3. [Syslog転送の有効化（Enable Syslog Forward）] チェック ボックスをオンにし、次のサーバ
フィールドに値を入力します。
4. [保存（Save）] をクリックします。

手順の詳細
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [統合（Integration）] の順に選択します。

ステップ 2

[syslog] タブを選択します。

ステップ 3

[Syslog転送の有効化（Enable Syslog Forward）] チェック ボックスをオンにし、次のサーバ フィールドに
値を入力します。
フィールド

説明

[Syslog 転送の有効化（Enable Syslog Forward）]
チェック ボックス

syslog 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。

[重大度の最小値（Minimum Severity）] ドロップダ どの重大度メッセージが syslog サーバに転送されな
ウン リスト
いかのしきい値を下記から選択します。
プライマリSyslogサーバ
[サーバのアドレス（Server Address）] フィールド

プライマリ サーバのアドレス。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

プロトコル（UDP または TCP）を選択します。

[ポート（Port）] フィールド

ポート番号。

[Syslog メッセージ フォーマット（Syslog Message
Format）] ドロップダウン リスト

メッセージの形式（XML またはプレーン テキス
ト）を選択します。

セカンダリ Syslog サーバ
[サーバのアドレス（Server Address）] フィールド

セカンダリ サーバのアドレス。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

プロトコル（UDP または TCP）を選択します。

[ポート（Port）] フィールド

ポート番号。
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ステップ 4

フィールド

説明

[Syslog メッセージ フォーマット（Syslog Message
Format）] ドロップダウン リスト

メッセージの形式（XML またはプレーン テキス
ト）を選択します。

[保存（Save）] をクリックします。

ストレージおよび OVF のアップロード
管理者、グループ管理者、またはエンド ユーザがアップロードしたファイルの保管場所を設定で
きます。アップロードされたファイルをローカルに保存するか、または外部 NFS 共有マウント ポ
イントを保存先として設定することができます。システムの管理者は、ネットワークファイルシ
ステム（NFS）の場所を設定できます。
ファイルアップロード機能を使用して、管理者、グループ管理者、またはエンドユーザ（サービ
ス エンド ユーザ ポータル）は、オープン仮想化フォーマット（OVF）ファイルをローカル スト
レージまたは外部 NFS 共有マウント ポイントにアップロードすることもできます。詳細について
は、『Cisco UCS Director OVF File Upload Guide』を参照してください。

複数言語のサポート
Cisco UCS Director は、次の言語の同時表示および入力をサポートしています。
• 英語（米国）
• 日本語（日本）
• スペイン語（ラテン アメリカ）
• フランス語（フランス）
• 韓国語（韓国）
• 中国語（中国）
• ロシア語（ロシア）
すべての入力フィールドで、ユーザが選択した言語でのテキスト入力をサポートしています。
管理者は、特定のユーザをシステムに追加する際にそのユーザ用に言語設定を指定できます。詳
細については、ユーザの追加, （24 ページ）を参照してください。また、システム内の各ユーザ
がユーザ インターフェイスの言語を選択できます。詳細については、次を参照してください。
ユーザ インターフェイスのロケール設定, （164 ページ）
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Cisco UCS Director 用言語の選択
Cisco UCS Director 用のユーザ インターフェイスの言語は変更できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザインターフェイス設定（User Interface Settings）] の順
に選択します。

ステップ 2

[言語（Language）] タブを選択します。

ステップ 3

[言語（Language）] ドロップダウン リストから言語を選択します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
重要
言語の変更を有効にするためには、システムを再起動する必要がありま
す。

ユーザ インターフェイスのロケール設定
システムのユーザとして、ユーザ インターフェイスに指定の言語を選択できます。この言語設定
は、自身のログイン セッションだけに設定され、他のユーザ用の言語選択には影響しません。

ステップ 1

メニュー バーで、画面の右上隅に表示されている自身のユーザ名をクリックします。

ステップ 2

[ユーザ情報（User Information）] ダイアログ ボックスで、[プロファイル（Profile）] タブを選択します。

ステップ 3

[言語（Language）] ドロップダウン リストから言語を選択します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
ユーザ インターフェイスの言語が即時変更されます。
（注）

[言語（Language）] ドロップダウン リストと [保存（Save）] オプションが表示されない場合、
ブラウザのキャッシュをクリアして、Cisco UCS Director 再起動する必要があります。
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物理インフラストラクチャの管理
この章は、次の項で構成されています。
• 物理インフラ ストラクチャの管理について, 165 ページ
• 接続のテスト, 174 ページ
• デバイス検出の有効化, 175 ページ

物理インフラ ストラクチャの管理について
Cisco UCS Director を使用すると、物理インフラストラクチャと仮想インフラストラクチャの両方
を管理できます。Cisco UCS Director では、新しく作成された物理アカウントのすべてのコンポー
ネントを検出します。通常、検出プロセスには約 5 分かかります。ポッドを追加したり、デフォ
ルト ポッドを使うことができます。物理アカウントは、デフォルトのポッドにも、追加したポッ
ドにも関連付けることができます。

（注）

管理者はシステムに、最初に物理アカウントやバーチャル アカウントを作成できます。Cisco
UCS Director の物理アカウントは仮想（クラウド）アカウントに依存しません。

サイトの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[サイト管理（Site Management）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[サイトの追加（Add Site）] 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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ステップ 5

名前

説明

[サイト名（Site Name）] フィールド

サイトの記述名。

[説明（Description）] フィールド

サイトの説明（ロケーション、重要性など）。

[連絡先の名前（Contact Name）] フィールド

このサイトの担当者の名前。

[送信（Submit）] をクリックします。

Pod の追加
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[POD] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[POD の追加（Add Pod）] 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

[名前（Name）] フィールド

Pod の記述名です。

[サイト（Site）] ドロップダウン リス Podを追加するサイトを選択します。環境にサイトがない場合は、
ト
このステップを省略できます。
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名前

説明

[タイプ（Type）] ドロップダウン リ 追加するポッドのタイプを選択します。次のタイプのいずれかに
スト
なります。
• [FlexPod]
• [VersaStack]
• [汎用（Generic）]
• [ExpressPodミディアム（ExpressPod Medium）]
• [VSPEX]
• [ExpressPodスモール（ExpressPod Small）]
• [Vblock]
汎用タイプ以外の Pod には、特定の物理コンポーネントおよび仮
想コンポーネントにのみ対応しています。汎用ポッドには特定の
ポッド ライセンスは必要ありません。また、汎用ポッドには、任
意のタイプの物理コンポーネントまたは仮想コンポーネントを追
加できます。Pod の実行に必要な個々のデバイス ライセンスを含
む、バンドルされた Pod ライセンス（FlexPod、Vblock、VSPEX）
の詳細については、『Cisco UCS Director Installation and Upgrade
Guides』を参照してください。
（注）

VersaStack ポッドと汎用ポッドのみが、Cisco UCS
Director の IBM アカウントでサポートされています。

[説明（Description）] フィールド

（任意）Pod の説明です。

[住所（Address）] フィールド

Pod の物理ロケーションです。たとえば、このフィールドには Pod
の市区町村、またはその他の内部的な識別子を入力します。

[POD を非表示（Hide Pod）] チェッ
ク ボックス

統合チェックビューにポッドを表示したくない場合に、このチェッ
ク ボックスをオンにして、ポッドを非表示にします。Pod からア
カウントの追加または削除は引き続き実行できます。
たとえば、このチェック ボックスを使用して、物理要素や仮想要
素の存在しないポッドが統合ビューに表示されないようにするこ
とができます。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。
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次の作業
Pod にアカウントを 1 つ以上追加します。

物理的なアカウントの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[アカウントの追加（Add Account）] 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

[POD] ドロップダウン リスト

物理アカウントが属する Pod を選択します。

[カテゴリ（Category）] ドロップダウン リスト

カテゴリ タイプを選択します（[コンピューティン
グ（Computing）] または [ストレージ
（Storage）]）。[ストレージ（Storage）] を選択し
た場合は、ステップ 6 に進みます。

[アカウント タイプ（Account Type）] ドロップダウ この物理アカウントのアカウント タイプを次から
ン リスト
選択します。
• UCSM
• HP ILO
• Ciscoラックサーバ(CIMC)
• IPMI

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[アカウントの追加（Add Account）] 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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名前

説明

[認証タイプ（Authentication Type）] ドロップダウン このアカウントに使用する認証タイプを次から選択
リスト
します。
• [ローカルで認証済み（Locally
Authenticated）]：ローカルで認証されたユーザ
アカウントとは、ファブリック インターコネ
クトを介して直接認証されたユーザ アカウン
トのことであり、管理者権限または AAA（認
証、認可、アカウンティング）権限を持って
いれば誰でも有効/無効にすることができます。
• [リモートで認証済み（Remotely
Authenticated）]：リモートで認証されたユーザ
アカウントとは、LDAP、RADIUS、TACACS+
のいずれかを介して認証されたユーザ アカウ
ントのことです。
[サーバ管理（Server Management）] ドロップダウン 次のオプションのうちいずれかを選択して、このア
リスト
カウントによってサーバを管理する方法を選択しま
す。
• [すべてのサーバ（All Servers）]
• [選択済みのサーバ（Selected Servers）]
[アカウント名（Account Name）] フィールド

追加したい物理アカウントに割り当てる固有の名前

[サーバのアドレス（Server Address）] フィールド

サーバの IP アドレス。

[クレデンシャル ポリシーの使用（Use Credential
Policy）] チェック ボックス

手動で情報を入力する代わりに、このアカウントの
クレデンシャル ポリシーを使用する場合は、この
チェック ボックスをオンにします。

[クレデンシャルポリシー（Credential Policy）] ド
ロップダウン リスト

[クレデンシャルポリシーの使用（Use Credential
Policy）] チェック ボックスをオンにした場合は、
このドロップダウン リストから使用するクレデン
シャル ポリシーを選択します。
このフィールドが表示されるのは、クレデンシャル
ポリシーの使用を選択した場合のみです。

[ユーザ ID（User ID）] フィールド

このアカウントにアクセスするためのユーザ名。
このフィールドは、クレデンシャル ポリシーの使
用を選択した場合には表示されません。
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名前

説明

[パスワード（Password）] フィールド

ユーザ名に関連付けられたパスワードです。
このフィールドは、クレデンシャル ポリシーの使
用を選択した場合には表示されません。

[通信タイプ（Transport Type）] ドロップダウン リ
スト

アカウントで使用する通信タイプを選択します。
次のいずれかになります。
• HTTP
• HTTPS
このフィールドは、クレデンシャル ポリシーの使
用を選択した場合には表示されません。

[ポート（Port）] フィールド

サーバ ポート番号。
このフィールドは、クレデンシャル ポリシーの使
用を選択した場合には表示されません。

[説明（Description）] フィールド

アカウントの説明。

[連絡先の電子メール（Contact Email）] フィールド アカウントの連絡先の電子メール アドレス。
[ロケーション（Location）] フィールド

ロケーション。

[サービス プロバイダー（Service Provider）] フィー サービス プロバイダーの名前（既存する場合）。
ルド

ステップ 7

このアカウントがストレージである場合、適切なアカウント タイプとして、[NetApp ONTAP]、[NetApp
OnCommand]、[EMC VNX]、[EMC VMAX Solutions Enabler] または [WHIPTAIL] の中から選択します。

ステップ 8

[追加（Add）] をクリックします。
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マルチドメイン マネージャ アカウントの追加
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[マルチドメイン マネージャ（Multi-domain Managers）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[アカウントの追加（Add Account）] 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

[アカウント名（Account Name）] フィールド

このマルチドメイン マネージャ アカウントが属す
るアカウント名を選択します。

[説明（Description）] フィールド

（任意）アカウントについての説明。

[アカウント タイプ（Account Type）] ドロップダウ このマルチドメイン マネージャ アカウントのアカ
ン リスト
ウント タイプを次から選択します。
• PNSC：Cisco Prime ネットワーク サービス コ
ントローラ アカウント。
• UCS Central：Cisco UCS Central アカウント。
[サーバのアドレス（Server Address）] フィールド

マルチドメイン マネージャ アカウントを管理する
サーバの IP アドレスを入力します。

[アカウント名（Account Name）] フィールド

追加したい物理アカウントに割り当てる固有の名前

[サーバのアドレス（Server Address）] フィールド

サーバの IP アドレス。

[ユーザ ID（User ID）] フィールド

このアカウントにアクセスするためのユーザ名。

[パスワード（Password）] フィールド

ユーザ名に関連付けられたパスワードです。

[通信タイプ（Transport Type）] ドロップダウン リ
スト

アカウントで使用する通信タイプを選択します。次
のいずれかになります。
• http
• https

[ポート（Port）] フィールド

サーバ ポート番号。デフォルト ポートは 443 です。
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名前

説明

[連絡先の電子メール（Contact Email）] フィールド （任意）アカウントの連絡先電子メールアドレス。
[ロケーション（Location）] フィールド

ステップ 5

（任意）ロケーション。

[送信（Submit）] をクリックします。

ネットワーク要素の追加
ロード バランシングをサポートする仮想サーバを作成するには、最初にネットワーク要素を Cisco
UCS Director に追加しておく必要があります。ロード バランサを Cisco UCS Director のネットワー
ク要素として追加した後、[管理するネットワーク機器（Managed Network Element）] タブにその
要素が表示されます。

はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[管理するネットワーク機器（Managed Network Elements）] タブを選択します。

ステップ 3

[ネットワーク機器の追加（Add Network Element）] をクリックします。

ステップ 4

[ネットワーク機器の追加（Add Network Element）] 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

[POD] ドロップダウン リスト

ネットワーク要素が属するポッドを選択します。

[デバイス カテゴリ（Device Category）] ドロップダ このネットワーク要素のデバイス カテゴリを選択
ウン リスト
します。たとえば [F5 ロード バランサ（F5 Load
Balancer）] を選択します。
[デバイスIP（Device IP）] フィールド
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名前

説明

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

使用されるプロトコルを選択します。リストには次
の内容が含まれます。
• Telnet
• SSH
• HTTP
• HTTPS
（注）

ステップ 5

F5 ロード バランサ デバイスを使用する
場合、HTTP および HTTPS のみを選択で
きます。

[ポート（Port）] フィールド

使用するポート番号。

[ログイン（Login）] フィールド

ログイン名。

[パスワード（Password）] フィールド

ログイン名に関連付けられるパスワード。

[送信（Submit）] をクリックします。

F5 ロード バランサの追加が、システム タスクのインベントリ収集のトリガーとなります。[シス
テムのタスク（System Tasks）] タブで設定されるポーリング間隔はインベントリ収集の頻度を指
定します。

次の作業
仮想サーバを変更または編集するには、サーバを選択して [変更（Modify）] ボタンをクリックし
ます。仮想サーバを削除するには、サーバを選択して [削除（Delete）] ボタンをクリックします。
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DHCP ロギングのイネーブル化
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワークサービスエージェント（Network Service Agents）] タブを選択します。

ステップ 3

[組み込みネットワークサービス（Embedded Network Services）] をクリックします。

ステップ 4

[組み込みネットワークサービス（Embedded Network Services）] ダイアログ ボックスで、[DHCP ロギング
を有効にする（Enable DHCP Logging）] チェック ボックスをオンにします。

接続のテスト
管理対象ネットワーク要素および物理的なアカウントに対して接続をテストできます。

管理対象ネットワーク機器の接続テスト

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[管理するネットワーク機器（Managed Network Elements）] タブを選択します。

ステップ 3

接続をテストするポッドを選択します。

ステップ 4

[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。

物理アカウントへの接続のテスト
ポッドをアカウントに追加した後は、いつでも接続をテストできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

テストするアカウント タイプに対応するタブをクリックします。
たとえば、[物理アカウント（Physical Accounts）] タブまたは [マルチドメイン マネージャ（Multi-Domain
Managers）] タブをクリックします。
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ステップ 3

テーブルで、接続のテスト対象となるアカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。

ステップ 5

接続テストが完了したら、[閉じる（Close）] をクリックします。

次の作業
接続が失敗した場合は、ユーザ名やパスワードを含め、アカウントの構成を検証します。ユーザ
名とパスワードが正しい場合は、ネットワーク接続に問題があるかどうかを確認します。

デバイス検出の有効化
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

デバイスの検出を検証するアカウントをクリックします。

ステップ 3

[検出されたデバイス（Discovered Devices）] タブを選択します。

ステップ 4

[設定の検出（Setup Discovery）] をクリックします。

ステップ 5

[設定の検出（Setup Discovery）] ダイアログ ボックスで、[検出を有効にする（Enable Discovery）] チェッ
ク ボックスをオンにして検出を有効にします。

ステップ 6

[設定の検出（Setup Discovery）] ダイアログ ボックスで、[IP アドレス範囲（IP address range）] フィール
ドに入力し、ご使用の環境で次のフィールドのデフォルト値が適切かどうかを判断します。
名前

説明

[検出を有効にする（Enable Discovery）] チェック
ボックス

このチェック ボックスは、対象のアカウントに対
するデバイス検出を有効にするためにデフォルトで
オンになっています。

[IP範囲（IP Range）] フィールド

デバイス検出の IP アドレス範囲。（例：
10.1.1.1-10.1.1.12）

[TCPタイムアウト(ミリ秒単位)（TCP Timeout (ms)）] TCP のタイムアウト（ms）（デフォルト値は 2000
フィールド
ms）。
[SNMPタイムアウト(ミリ秒単位)（SNMP Timeout
(ms)）] フィールド

SNMP のタイムアウト（ms）（デフォルト値は 1500
ms）。

[SNMPコミュニティストリング（SNMP Community SNMP コミュニティ ストリング（デフォルトは [パ
Strings）] フィールド
ブリック（public）]）。
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ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
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仮想インフラストラクチャの管理
この章は、次の項で構成されています。
• VMware の管理について, 177 ページ
• クラウドの検出および接続の確認, 183 ページ
• vCenter プラグインの表示, 184 ページ
• Cisco UCS Director での仮想マシンのプロビジョニング, 184 ページ

VMware の管理について
Cisco UCS Director は、vCenter（ESX 3.5、ESX/ESXi 4.x、および 5.x）により VMware をサポート
します。Cisco UCS Director は、新しく追加したクラウド アカウント内にある、既存のすべての仮
想マシン（VM）とイメージを自動的に検出します。通常、検出プロセスには約 5 分かかります。
VMware クラウドおよび PowerShell エージェントを追加できます。

（注）

「クラウド」という用語は 1 つの vCenter インストール環境を指します。
Cisco UCS Director では、複数のデータセンターとクラスタを使用してインベントリ収集および
VM のプロビジョニングをサポートします。Vmware クラウドを作成すると、複数のデータセン
ターおよびクラスタを検出し、選択するオプションを選択できます。一度検出されたデータセン
ターとクラスタをクラウドに追加した場合、クラウドから編集してそれらを選択解除することは
できません。ただし、クラウドを編集して予備のデータセンターとクラスタを追加することはで
きます。
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（注）

Cisco UCS Director では、同じ vCenter アカウントを使用するクラウドの作成をサポートしてい
ません。重複したアカウントがある場合、VMware を作成できません。また、重複するアカウ
ントがある場合、VM のプロビジョニングが失敗し、バーチャル アカウントのステータスでエ
ラーが表示されます。[接続テスト（Test Connectivity）] 機能は失敗し、エラーメッセージが表
示されます。このエラーは、異なるクラウドにおいて、同一サーバで同一クラスタの組み合わ
せを使用した場合に発生するものです。
この機能を無効にするには、手動で cd /opt/infra/inframgr ディレクトリにある
vmware.properties ファイル内の allowDuplicateClouds フィールドを [True] に設定し、重
複アカウントを許可する必要があります。デフォルトでは、[False] に設定されています。
以前のリリースからアップグレードすると、接続ステータス フィールドにすべての重複アカウン
トが表示されます。エラーメッセージが表示されますが、VM 上で、すべてのアクションが実行
されます。

クラウドの作成
クラウドの作成時に、次のいずれかの方法でデータセンターとクラスタを指定できます。
• クレデンシャル ポリシーに含まれます。
• [VMware データセンター（VMware Datacenter）] および [VMware クラスタ（VMware Cluster）]
フィールド
• [Discover データセンター/クラスタ（Discover Datacenters / Clusters）] チェック ボックス

（注）

クレデンシャル ポリシー内のデータセンターや VMware データセンターおよび VMware クラ
スタを選択できます。[クラウドの追加（Add Cloud）] ダイアログ ボックス内でデータセンター
を指定し、クレデンシャル ポリシー フォームの結果でエラーを指定します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）][仮想アカウント（Virtual Accounts）] > の順に選択します。

ステップ 2

[仮想アカウント（Virtual Accounts）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[クラウドの追加（Add Cloud）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
178

仮想インフラストラクチャの管理
クラウドの作成

名前

説明

[クラウドタイプ（Cloud Type）] ドロップダウン リ 使用可能なクラウド タイプが表示されます。
スト
[VMware] を選択します。
（注）

[クラウド名（Cloud Name）] フィールド

次のフィールドは、[VMware] を選択した
場合に表示されます。他のクラウド タイ
プでは、そのクラウド タイプに固有の
フィールドが表示されます。

クラウドの名前。この名前に一重引用符を含めるこ
とはできません。
（注）

Cisco UCS Director 内では各クラウドに固
有の名前を付ける必要があります。クラ
ウドの追加後は、すべてのレポートでこ
のクラウド名によって表されます。

[サーバのアドレス（Server Address）] フィールド

vCenter サーバのアドレス。

[クレデンシャル ポリシーの使用（Use Credential
Policy）] チェック ボックス

手動で情報を入力する代わりに、このアカウントの
クレデンシャル ポリシーを使用する場合は、この
チェック ボックスをオンにします。

[サーバのユーザ ID（Server User ID）] フィールド

vCenter サーバのユーザ名。

[サーバのパスワード（Server Password）] フィール vCenter サーバのパスワード。
ド
[サーバアクセスポート（Server Access Port）] フィー サーバ ポート番号。
ルド
[VMwareデータセンター（VMware Datacenter）]
フィールド

vCenter アカウントのデータセンター名。

[VMwareクラスタ（VMware Cluster）] フィールド

vCenter アカウントの VMware クラスタの名前。
この名前を使用して、指定されているポッドのリ
ソースを検出、監視、管理できます。vCenter アカ
ウント全体がCisco UCS Director によって管理され
る場合は、このフィールドを空白にします。

[Discover データセンター/クラスタ（Discover
Datacenters / Clusters）] チェック ボックス

VMware データセンターと関連する VMware クラス
タを検出して使用するには、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

[データセンター/クラスタの選択（Select Datacenters 使用したい関連データセンターとクラスタをチェッ
/ Clusters）] フィールド
クします。
（注）

このフィールドは、[Discover データセン
ター/クラスタ（Discover Datacenters /
Clusters）] チェック ボックスをオンにし
た場合のみ表示されます。

[SRM を有効化します（Enable SRM）] チェック ボッ アカウントの Site Recovery Manager（SRM）を有効
クス
にするには、このチェック ボックスをオンにしま
す。
[プライマリSRMサーバアドレス（Primary SRM
Server Address）] フィールド

プライマリ SRM サーバの IP アドレス。
（注）

このフィールドは、[SRM を有効化します
（Enable SRM）] チェック ボックスをオ
ンにした場合のみ表示されます。

[プライマリ SRM サーバのユーザ ID（Primary SRM プライマリ SRM サーバのユーザ ID。
Server User ID）] フィールド
（注）
このフィールドは、[SRM を有効化します
（Enable SRM）] チェック ボックスをオ
ンにした場合のみ表示されます。
[プライマリ SRM サーバのパスワード（Primary SRM プライマリ SRM サーバのユーザのパスワード。
Server Password）] フィールド
（注）
このフィールドは、[SRM を有効化します
（Enable SRM）] チェック ボックスをオ
ンにした場合のみ表示されます。
[プライマリ SRM サーバアクセスポート（Primary
SRM Server Access Port）] フィールド

プライマリ SRM サーバのポート番号。SRM バー
ジョン 6.0 の場合は、ポート番号として「9086」と
入力します。
（注）

[リモート SRM サーバ ユーザ ID（Remote SRM
Server User ID）] フィールド

リモート SRM サーバのユーザ ID。

[リモート SRM サーバパスワード（Remote SRM
Server Password）] フィールド

リモート SRM サーバのユーザ ID のパスワード。
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このフィールドは、[SRM を有効化します
（Enable SRM）] チェック ボックスをオ
ンにした場合のみ表示されます。

（注）

（注）

このフィールドは、[SRM を有効化します
（Enable SRM）] チェック ボックスをオ
ンにした場合のみ表示されます。

このフィールドは、[SRM を有効化します
（Enable SRM）] チェック ボックスをオ
ンにした場合のみ表示されます。
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名前

説明

[SSO の使用（Use SSO）] チェック ボックス

シングル サインオン（SSO）による認証を行うに
は、このチェック ボックスをオンにします。
SSO オプションは、仮想 SAN（VSAN）にのみ使用
可能です。SSO のクレデンシャルは、仮想 SAN ク
ラスタのストレージ プロファイルを使用した VM
のプロビジョニングが必要です。

[SSO サーバのアドレス（SSO Server Address）]
フィールド

シングル サインオン サーバの IP アドレス。

[SSO サーバのユーザ ID（SSO Server User ID）]
フィールド

SSO サーバのユーザ ID。

（注）

（注）

このフィールドは、[SSO の使用（Use
SSO）] チェック ボックスをオンにした場
合のみ表示されます。

このフィールドは、[SSO の使用（Use
SSO）] チェック ボックスをオンにした場
合のみ表示されます。

[SSO サーバのパスワード（SSO Server Password）] SSO サーバのユーザ ID のパスワード。
フィールド
（注）
このフィールドは、[SSO の使用（Use
SSO）] チェック ボックスをオンにした場
合のみ表示されます。
[SSO サーバのアクセスURL（SSO Server Access
URL）] フィールド

SSO サーバ アクセス用の URL。

[SSO サーバのアクセスポート（SSO Server Access
Port）] フィールド

ポート番号。vCenter バージョン 5.x の場合は、ポー
ト番号として「7444」と入力します。

（注）

（注）

このフィールドは、[SSO の使用（Use
SSO）] チェック ボックスをオンにした場
合のみ表示されます。

このフィールドは、[SSO の使用（Use
SSO）] チェック ボックスをオンにした場
合のみ表示されます。

[サーバアクセス URL（Server Access URL）] フィー サーバ アクセス用の URL。
ルド
[説明（Description）] フィールド

クラウドの説明。

[連絡先の電子メール（Contact Email）] フィールド クラウドの連絡先の電子メール アドレス。
[ロケーション（Location）] フィールド

ロケーション。
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名前

説明

[POD] ドロップダウン リスト

コンバージド インフラストラクチャ ポッドを選択
します。
ポッドの名前を選択すると、VMware クラウドのア
カウントが、コンバージド インフラストラクチャ
スタックにて使用可能となります。
（注）

仮想 SAN ポッドには、複数の仮想アカウ
ントを追加することはできません。

[サービス プロバイダー（Service Provider）] フィー サービス プロバイダーの名前。
ルド

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

PowerShell エージェント インストーラのダウンロード
PowerShell エージェントは Windows Server 2008 R2 または Windows Server 2012 64 ビット仮想マシ
ンにインストールされます。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）][仮想アカウント（Virtual Accounts）] > の順に選択します。

ステップ 2

[PowerShell エージェント（PowerShell Agents）] タブを選択します。

ステップ 3

[インストーラのダウンロード（Download Installer）] をクリックします。

ステップ 4

[エージェント インストーラのダウンロード（Download Agent Installer）] ダイアログ ボックスで、示され
ているインストール要件をシステムが満たしているかどうかを確認します。

ステップ 5

要件を満たしている場合は [送信（Submit）] をクリックします。
[PSASetup. Exe を開く（Opening PSASetup. exe）] ダイアログ ボックスに、実行可能ファイルを保存するよ
う伝えるメッセージが表示されます。

ステップ 6

[ファイルの保存（Save File）] をクリックします。
ファイルはシステムのダウンロード ロケーションに保存されます。

ステップ 7

[PSASetup. exe ファイル（PSASetup. exe file）] を Windows Server 2008 R2 または Windows Server 2012 64
ビット仮想マシン（VM）にインストールします。
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PowerShell エージェントの作成
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）][仮想アカウント（Virtual Accounts）] > の順に選択します。

ステップ 2

[PowerShell エージェント（PowerShell Agents）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[エージェントの追加（Add Agent）] 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

[エージェント名（Agent Name）] フィールド

エージェントの名前。

[エージェントアドレス（Agent Address）] フィール エージェントのアドレス。
ド
[エージェントのアクセスポート（Agent Access
Port）] フィールド

エージェントのアクセス ポート番号。

[アクセスキー（Access Key）] フィールド

アクセス キー。

[説明（Description）] フィールド

エージェントの説明。

クラウドの検出および接続の確認
接続のテスト
手順の概要
1. メニュー バーで、[管理（Administration）][仮想アカウント（Virtual Accounts）] > の順に選択
します。
2. [仮想アカウント（Virtual Accounts）] タブを選択します。
3. テストする VMware アカウントを選択します。
4. [接続のテスト（Test Connectivity）] をクリックします。
5. メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。
6. [サマリー（Summary）] タブを選択します。
7. クラウド名を選択すると、そのステータスの詳細が表示されます。
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手順の詳細
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）][仮想アカウント（Virtual Accounts）] > の順に選択します。

ステップ 2

[仮想アカウント（Virtual Accounts）] タブを選択します。

ステップ 3

テストする VMware アカウントを選択します。

ステップ 4

[接続のテスト（Test Connectivity）] をクリックします。
接続テストの結果を表示する経過表示バーはありません。クラウド アカウントが追加され、データが収集
されていることを確認するには、[サマリ（Summary）] タブを使用します。

ステップ 5

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 6

[サマリー（Summary）] タブを選択します。
自動検出とデータの入力が完了するまでに数分かかる場合があります。

ステップ 7

クラウド名を選択すると、そのステータスの詳細が表示されます。

vCenter プラグインの表示
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）][仮想アカウント（Virtual Accounts）] > の順に選択します。

ステップ 2

[プラグイン（Plugins）] タブを選択します。
このタブには、Cisco UCS Director に追加されたすべての vCenter プラグインが表示されます。

Cisco UCS Director での仮想マシンのプロビジョニング
Cisco UCS Director での仮想マシンのプロビジョニングは複数の手順を踏んで行われます。このプ
ロセスには、仮想アカウントの作成や、ポリシー、カタログ、サービス リクエストの作成などの
ステップが必要になります。管理者は、このタスクを開始する前に次の事項を決定しておく必要
があります。
• VM を導入するクラスタ
• VM のプロビジョニングで使用するクラスタ内のデータストア
• VM を導入するクラスタ内の使用可能なネットワーク
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注目

以上の情報が欠如していて、無効なデータストアを選択したり、クラスタに誤ったネットワー
クを選択したりすると、Cisco UCS Director での VM のプロビジョニングが失敗します。
Cisco UCS Director での VM のプロビジョニングの概要は以下のとおりです。
1 ユーザ グループを作成します。
詳細については、ユーザ グループの作成, （57 ページ）を参照してください。
2 仮想アカウントを作成します。
VM は、Cisco UCS Director の仮想アカウント内にプロビジョニングされます。詳細について
は、クラウドの作成, （178 ページ）を参照してください。
3 VMware システム ポリシーを作成します。
このポリシーで、VM のシステム固有の情報を定義します。使用する VM の命名テンプレー
ト、設定する OS、VM をプロビジョニングするドメインを指定する必要があります。詳細に
ついては、システム ポリシーの設定, （220 ページ）を参照してください。
4 VMware コンピューティング ポリシーを作成します。
コンピューティング ポリシーでは、グループまたはワークロードの要件を満たすために、プロ
ビジョニング時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。このポリシーで指定
するクラスタによって、後続のポリシーでの選択内容が決まります。詳細については、コン
ピューティング ポリシーの作成, （188 ページ）を参照してください。
5 ストレージ ポリシーを作成します。
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。詳細については、ストレージ ポリシーの追加と設
定, （199 ページ）を参照してください。
6 ネットワーク ポリシーを作成します。
ネットワーク ポリシーでは、ネットワーク設定、DHCP、スタティック IP などのリソースに
加え、VM のプロビジョニングに複数の vNIC を追加するためのオプションを定義します。詳
細については、ネットワーク プロビジョニング ポリシーの設定, （216 ページ）を参照してく
ださい。
7 仮想データセンターを作成します。
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
合わせた環境です。VDC を作成するときに、VM のプロビジョニング用に作成したユーザ グ
ループを選択し、ポリシーを作成するときに指定したクラウドを選択します。選択したクラウ
ド アカウントに基づいて、後続のポリシー関連のすべてのフィールドにデータが入力されま
す。詳細については、仮想データセンターの追加, （234 ページ）を参照してください。
8 テンプレートを選択するためのカタログを作成します。
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」では、VM をバインドするクラウドの名前およびグループの名前などのパ
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ラメータを定義します。詳細については、カタログの公開, （246 ページ）を参照してくださ
い。
9 サービス リクエストを作成して送信します。
セルフサービス プロビジョニング機能を使用してサービス リクエストを作成し、仮想マシン
（VM）、サービス、またはアプリケーションをプロビジョニングできます。サービス リクエ
スト プロセスにより、VM 作成のプロビジョニング ワークフローが生成されます。詳細につ
いては、標準カタログ タイプを使用したサービス リクエストの作成, （264 ページ）を参照し
てください。
サービス リクエストを送信すると、ワークフローがトリガーされて、VM がプロビジョニング
されます。
次の図は、Cisco UCS Director で VM をプロビジョニングするときのワークフローを示します。
図 2：Cisco UCS Director で仮想マシンをプロビジョニングするワークフロー
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ポリシーの管理
この章は、次の項で構成されています。
• ポリシー, 187 ページ
• コンピューティング ポリシー, 188 ページ
• ベア メタル サーバのプロビジョニング ポリシーの設定, 192 ページ
• データ コレクション ポリシー, 194 ページ
• グループの共有ポリシーについて, 197 ページ
• ストレージ ポリシー, 198 ページ
• ネットワーク ポリシー, 208 ページ
• システム ポリシー, 219 ページ
• エンド ユーザ セルフサービス ポリシー, 227 ページ
• VM 管理ポリシーの設定, 229 ページ

ポリシー
Cisco UCS Director は、仮想マシン（VM）やベア メタル サーバなどのリソースを、管理者の設定
による事前定義されたポリシーを使用して割り当てられたリソースのプールからプロビジョニン
グする エンド ユーザ ポータル を提供します。
ポリシーとは、仮想マシンまたはベア メタル サーバのいずれであるかにかかわらず、新しいリ
ソースが利用可能なシステム リソースに基づいてインフラストラクチャ内でプロビジョニングさ
れる場所と仕組みを決定する一連のルールのことです。
Cisco UCS Director では、リソース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

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
187

ポリシーの管理
コンピューティング ポリシー

• ストレージ
• ネットワーク
• システム
• ベア メタル

重要

VMをプロビジョニングするためのポリシーを設定する前に、クラウドのアカウントを作成し
ます。

コンピューティング ポリシー
コンピューティング ポリシーでは、グループまたはワークロードの要件を満たすために、プロビ
ジョニング時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。

（注）

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することをお勧めし
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使用できるホスト
マシンが存在しない場合があります。

コンピューティング ポリシーの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [コンピューティング（Computing）] 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（VMware Computing Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）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（Add Computing Policy）] ダイアログ ボックスで、次のフィールド
に入力します。
名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ポリシーの名前。
（注）

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド
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この名前は、カタログの定義時に使用さ
れます。

ポリシーの説明。

ポリシーの管理
コンピューティング ポリシーの作成

名前

説明

[クラウド名（Cloud Name）] ドロップダウン リス
ト

リソース割り当てを行うクラウドを選択します。

[ホストノードまたはクラスタスコープ（Host
Node/Cluster Scope）] ドロップダウン リスト

導入の適用範囲を選択します。

[リソース プール（Resource Pool）] ドロップダウ
ン リスト

リソース プールを選択します。

[ESXタイプ] ドロップダウン リスト

ESX のインストール タイプ（[ESX]、[ESXi]、また
は[両方（both）]）を選択します。

[ESXバージョン] ドロップダウン リスト

ESX のバージョンを選択します。

[条件の最小値（Minimum Conditions）] チェック
ボックス

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。

（注）

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。

展開オプション
[テンプレートのオーバーライド（Override
Template）] 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。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。

[vCPU数（Number of vCPUs）] フィールド

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。
（注）

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

説明

[CPU予約(MHz)] フィールド

VM 用に予約する CPU。予約は、指定した vCPU の
数によって異なります。
（注）

[CPUの制限(MHz)] フィールド

VM に対する CPU 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 共有（CPU Shares）] ドロップダウン リスト

CPU 共有（[低（low）]、[ノーマル（normal）]、ま
たは [高（high）]）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。
（注）

[メモリ（Memory）] フィールド

[メモリ予約(MB)（Memory Reservation (MB)）]
フィールド

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

VM に対するメモリ制限。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。
（注）

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド

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

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。
（注）

[メモリ制限(MB)] フィールド

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

VM のカスタム メモリ。
（注）
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このオプションは、[テンプレートのオー
バーライド（Override Template）] チェッ
ク ボックスをオンにした場合に表示され
ます。

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

ポリシーの管理
コンピューティング ポリシーの作成

名前

説明

[メモリ共有（Memory Shares）] ドロップダウン リ メモリ共有（[低（low）]、[ノーマル（normal）]、
スト
または [高（high）]）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。
（注）

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

サイズ変更オプション
[VM のサイズ変更を許可（Allow Resizing of VM）] プロビジョニング前の VM サイズの変更や、既存の
チェック ボックス
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。
[vCPU の許容値（Permitted Values for vCPUs）]
フィールド

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。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、VM のプロビ
ジョニングまたはサイズ変更時に 8 を超える範囲が
表示されます。このボックスで指定された値だけが
表示されます。
（注）

[メモリの許容値（MB 単位）（Permitted Values for
Memory in MB）] フィールド

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。
（注）

ステップ 5

このオプションは、[VM のサイズ変更を
許可（Allow Resizing of VM）] チェック
ボックスをオンにした場合に表示されま
す。

このオプションは、[VM のサイズ変更を
許可（Allow Resizing of VM）] チェック
ボックスをオンにした場合に表示されま
す。

[追加（Add）] をクリックします。
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ベア メタル サーバのプロビジョニング ポリシーの設定
はじめる前に
• ベア メタル エージェント （BMA）アカウントは、ベア メタル OS イメージを使用して追加
および設定する必要があります。
• Cisco UCS Manager アカウントを追加する必要があります。
• ベア メタル サーバに関連する特定のコストが必要な場合は、このポリシーを作成する前に、
ベア メタル サーバのコスト モデルを作成する必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [物理インフラストラクチャ ポリシー（Physical Infrastructure
Policies）] > [ベア メタルサーバ（Bare Metal Servers）] の順に選択します。

ステップ 2

[ベア メタル サーバのプロビジョニング ポリシー（Bare Metal Server Provisioning Policy）] タブを選択しま
す。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ベア メタル サーバのプロビジョニング ポリシーの追加（Add Bare Metal Server Provisioning Policy）] 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

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[アカウント名（Account Name）] ドロップダウン
リスト

アカウント名を選択します。

[サーバの選択範囲（Server Selection Scope）] ドロッ ポリシーの範囲を選択します。次のいずれかを設定
プダウン リスト
できます。
• サーバ
• サーバ プール
[サーバ（Servers）] フィールド

このポリシーのサーバを選択します。

[サーバ プール（Server Pools）] フィールド

このポリシーのサーバ プールを選択します。

[サービス プロファイルのテンプレート（Service
Profile Template）] ドロップダウン リスト

ドロップダウン リストからサービス プロファイル
テンプレートを選択します。
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名前

説明

[SAN ブートに使用する（Use for SAN Boot）] チェッ 少なくとも 1 つの FCoE 対応インターフェイス カー
ク ボックス
ドを含むサーバを含めるには、このチェック ボッ
クスをオンにします。
[CPU の最小数（minimum Number of CPUs）] フィー サーバに含める必要がある CPU の最小数を指定し
ルド
ます。
[最小メモリ容量(MB)（Minimum Amount of Memory サーバ上で使用可能な最小メモリ量を指定します。
(MB)）] フィールド
[有効なコアの最小数（Minimum Number of Cores
Enabled）] フィールド

サーバで有効になっているコアの数を指定します。

[ユーザがサーバを選択できる（Allow User to Choose ユーザがサーバを選択できるようにするには、この
Servers）] チェック ボックス
チェック ボックスをオンにします。
[ターゲット BMA（Target BMA）] ドロップダウン PXE 設定用のベア メタル エージェントを選択しま
リスト
す。
[OS イメージ選択（OS Image Selection）] ドロップ OS イメージを選択します。
ダウン リスト
ネットワーク管理
[サーバの IP アドレス（Server IP Address）] フィー IP アドレスの範囲を指定します。
ルド
[サーバのネットマスク（Server Netmask）] フィー
ルド

サーバのネットマスクを指定します。

[サーバのゲートウェイ（Server Gateway）] フィー
ルド

サーバのゲートウェイ IP アドレスを指定します。

[ネーム サーバ（Name Server）]

ネーム サーバの IP アドレスを指定します。

[管理 VLAN（Management VLAN）]

管理 VLAN を指定します。デフォルトでは、0 に設
定されます。

システム パラメータ
[サーバ ホスト名（Server Host Name）] フィールド サーバのホスト名。
[パスワード（Password）] フィールド

サーバのホスト名のパスワード。
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名前

説明

[パスワードの確認（Confirm Password）] フィール
ド

パスワードを再入力します。

[タイム ゾーン（Timezone）] ドロップダウン リス
ト

サーバのタイム ゾーンを設定します。

ポリシー
[コスト モデル（Cost Model）] ドロップダウン リス サーバのコスト モデルを選択します。
ト

ステップ 5

[送信（Submit）] 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 アカウントが vCenter から取得できるパラ
メータを制御できます。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。

（注）

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 [デフォルトのデータ コレクション ポリシー
（default-data-collection-policy）] に関連付けられます。

仮想アカウントのデータ コレクション ポリシーの設定

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）][仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）][サー
ビスの提供（Service Delivery）] > > を選択します。

ステップ 2

[データコレクションポリシー（Data Collection Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] 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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名前

説明

[名前（Name）] フィールド

データ コレクション ポリシーの名前。
（注）

[説明（Description）] フィールド

この名前は、カタログの定義時に使用さ
れます。

ポリシーの説明

[アカウント タイプ（Account Type）] ドロップダウ VMware 仮想アカウントが選択されます。
ン リスト
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名前

説明

[リソース（Resource）] ウィンドウ

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（Edit Resource
Entry）] ダイアログ ボックスの [コレクションを有
効にする（Enable Collection）] チェック ボックスを
オンまたはオフにします。
Cisco UCS DirectorGUI のデータストア固有のパ
フォーマンス データを表示するには、次のリソー
スを選択してください。
• データストアのスループットはキロバイト/秒
です。
• データストアの数の平均読み取り
• データストアの数の平均書き込み
• ディスク合計遅延はミリ秒です。
ディスク遅延のレポートでは、上記に付け加えて、
vCenter サーバのパフォーマンス データ統計コレク
ションレベルを 3 に設定します。
スループット レポートでは、上記に付け加えて、
vCenter サーバのパフォーマンス データ統計コレク
ションレベルを 4 に設定します。
重要

vCenter サーバで統計コレクションをレベル
2 以上に増加させると、vCenter サーバと
Cisco UCS Director のパフォーマンスに影響
します。
詳細については、https://kb.vmware.com/
selfservice/microsites/search.do?language=ja_
JP&cmd=displayKC&externalId=2003885を参
照してください。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
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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

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[サービスの提供（Service Delivery）] を選択します。

ステップ 2

[データコレクションポリシーの関連付け（Data Collection Policy Association）] 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（Edit）] をクリックします。

ステップ 4

[編集（Edit）] ダイアログ ボックスで、[ポリシー（Policy）] ドロップダウン リストから設定したデータ
コレクション ポリシーを選択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] 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は、リソースのユーザと、ユーザが他のユーザと共有可能なものを、よ
り詳細に制御できるようにします。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。
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。以降、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

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[グループ共有ポリシー（Group Share Policy）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[ポリシーの追加（Add Policy）] 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

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

グループ共有ポリシーの名前。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。
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名前

説明

[MSP グループ共有ポリシー（MSP Group Share
Policy）] チェック ボックス

1 つ以上の MSP 組織にこのポリシーを適用する場
合、このボックスをオンにします。

[MSP 組織（MSP Organizations）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、このポリシーで
定義されたリソースに対して読み取り/書き込み権
限のある MSP 組織を選択します。
このフィールドは [MSP グループ共有ポリシー
（MSP Group Share Policy）] チェック ボックスがオ
ンの場合のみ使用可能です。

[顧客組織（Customer Organizations）] フィールド

ステップ 5

[選択（Select）] をクリックして、このポリシーで
定義されたリソースに対して読み取り/書き込み権
限のある組織を選択します。

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
システムのユーザ グループにこのグループ共有ポリシーを関連付けることができます。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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（注）

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できます。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
ング用テンプレートに [システム（System）] 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。

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、切替、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。

（注）

複数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, （289 ページ）を参照してください。

ストレージ ポリシーの追加と設定

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[ストレージ（Storage）] を選択します。

ステップ 2

[VMwareストレージ ポリシー（VMware Storage Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）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（Add Storage Resource Allocation Policy）] の [システムディ
スクポリシー（System Disk Policy）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] 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。
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名前

説明

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。
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。

[クラウド名（Cloud Name）] ドロップダウン リス
ト

このリソース割り当てを行うためのクラウド アカ
ウントを選択します。
SRM のアカウントを選択した場合、[保護の有効化
（Enable Protection）] チェック ボックスが表示され
ます。Site Recovery Manager 用の保護グループを有
効にする方法の詳細については、『 Cisco UCS
Director VMware Management Guide [英語]』を参照
してください。

システム ディスク スコープ
[リンク済み複製の使用（Use Linked Clone）] チェッ リンクの複製を使用するには、チェック ボックス
ク ボックス
をオンにします。
このチェック ボックスをオンにしない場合、構成
はフル複製を使用します。
[ストレージ プロファイル（Storage Profile）] ドロッ 関連付けられたストレージ プロファイルの 1 つ以
プダウン リスト
上の VM をプロビジョニングするには、ストレージ
プロファイルを選択します。
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名前

説明

[データストア/データストア クラスタ範囲（Data
導入のスコープを定義するには、次のいずれかのオ
Stores/Data Store Clusters Scope）] ドロップダウン リ プションを選択します。
スト
• すべて（All）
• 選択したデータストアを含む
• 選択したデータストアを除外
• 選択したデータストア クラスタを含む
• 選択したデータストア クラスタを除外
どのオプションを選択するかによって、追加の
フィールドが表示される場合があります。
（注）

[選択済みのデータストア（Selected Data Stores）]
フィールド

選択したオプションにより、VM ディス
クの作成時にすべてのデータストアまた
はデータストア クラスタのどちらを使用
できるかが決まります。

[選択済みのデータストアを含める（Include Selected
Datastore）] または [選択済みのデータストアを除外
する（Exclude Selected Datastore）] を選択する場合、
[選択（Select）] をクリックし、適切なデータスト
アを選択します。

[共有データストアのみの使用（Use Shared Data Store 共有データストアのみを使用するには、このチェッ
Only）] チェック ボックス
ク ボックスをクリックします。
このオプションは、選択したデータストアを含むか
除外するかを選択した場合のみ使用可能です。
[選択済みデータストア クラスタ（Selected Datastore [選択済みのデータストアクラスタを含める（Include
Clusters）] フィールド
Selected Datastore Clusters）] または [選択済みのデー
タストア クラスタを除外する（Exclude Selected
Datastore Clusters）] を選択する場合、[選択
（Select）] をクリックし、適切なデータストア ク
ラスタを選択します。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
201

ポリシーの管理
ストレージ ポリシーの追加と設定

名前

説明

[SDRS ルールタイプの選択（SDRS Rule Type）] ド 選択したデータストアを含むか除外するかを選択し
ロップダウン リスト
た場合、次のいずれかの SDRS ルール タイプを選
択します。
• [VMDK を同時に管理する（Keep VMDKs
Together）]：フィルタリングされたクラスタで
既存のルールを選択する必要があります。新
しくプロビジョニングされた VM は VM のア
ンチアフィニティ ルールに追加されます。
• [VMDK を分ける（Separate VMDKs）]：新し
くプロビジョニングされた VM に複数のディ
スクが含まれている場合、新しい VM アフィ
ニティ ルールはデータストア クラスタで作成
されます。
[SDRS ルールの選択（Select SDRS Rule）] フィール [VMDK を同時に管理する（Keep VMDKs Together）]
ド
を選択した場合、ルールを適応したい VM を選択す
る必要があります。
ストレージ オプション
[ローカルストレージの使用（Use Local Storage）]
チェック ボックス

デフォルトでは、このフィールドはオンです。ロー
カル ストレージを使用しない場合は、このチェッ
ク ボックスをオフにします。

[NFSの使用（Use NFS）] チェック ボックス

デフォルトでは、このフィールドはオンです。NFS
ストレージを使用しない場合は、チェック ボック
スをオフにします。

[VMFS の使用（Use VMFS）] チェック ボックス

デフォルトでは、このフィールドはオンです。VMFS
ストレージを使用しない場合は、チェック ボック
スをオフにします。

[SANの使用（Use SAN）] チェック ボックス

デフォルトでは、このフィールドはオンです。SAN
ストレージを使用しない場合は、チェック ボック
スをオフにします。
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名前

説明

[フィルタ条件（Filter Conditions）] チェック ボック 1 つ以上の条件をデータストア フィルタに追加した
ス
い場合、次の各要求条件を実行します。
• 該当するチェックボックスをクリックします。
• ドロップダウン リストから必要なオプション
を選択します。
• どのデータストア フィルタを実行する条件を
入力します。
これらの条件を満たしていないデータストアは検討
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。
[テンプレートのオーバーライド（Override
Template）] 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
ズの設定など、カスタム設定を入力するオプション
が提供されます。

[シンプロビジョニングの使用（Use Thin
Provisioning）] チェック ボックス

VM ストレージのプロビジョニングの際にシン プロ
ビジョニングを使用するには、このチェック ボッ
クスをオンにします。
シン プロビジョニングは、物理ストレージ容量の
動的割り当てをイネーブルにし、VM ストレージの
使用率が向上します。
このオプションは、[テンプレートのオーバーライ
ド（Override Template）] を選択した場合にのみ表示
されます。
カスタム ディスク サイズは、VM のプロビジョニ
ングに使用されるテンプレートのディスク サイズ
をオーバーライドします。

[手動ディスクサイズ（Manual Disk Size）]

このオプションは、[テンプレートのオーバーライ
ド（Override Template）] を選択した場合にのみ表示
されます。
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（Allow Resizing of
Disk）] チェック ボックス

プロビジョニングする前に、VM のディスク サイズ
を選択するオプションをエンド ユーザに表示する
場合はチェック ボックスをオンにします。
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名前

説明

[ディスクの許容値(GB単位)（Permitted Values for
Disk in GB）] フィールド

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を指定します。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 サイズの変更許可
（Allow Resizing of Disk）] を選択した場合にのみ表
示されます。

[スコープからのデータストアの選択をユーザに許 このチェックボックスをオンにすると、エンドユー
可します（Allow user to select datastores from scope）] ザはサービス リクエストの作成中にデータストア
チェック ボックス
を選択できるようになります。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[追加ディスク ポリシー（Additional Disk Policies）] ペインで、次のいずれかを実行します。
• システム ディスク ポリシーにおいてディスク タイプに同じディスク ポリシーを設定したくない場
合、設定したいディスク タイプを選択します。
• すべてのディスクの種類にシステム ディスク ポリシー オプションを使用するには、[次へ（Next）]
をクリックします。
（注）

ステップ 7

デフォルトでは、ディスクのディスク ポリシーは、[ストレージリソース割り当てポリシーの追
加（Add Storage Resource Allocation Policy）] ペインで設定したシステム ディスク ポリシーと同
じです。

特定のディスク タイプのカスタム システム ディスク ポリシーを設定した場合は、次の操作を実行しま
す。
a) ディスク タイプを編集するには、[編集（Edit）]（鉛筆）をクリックします。
b) [ポリシー項目の編集（Edit Policies Entry）] 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（Same as System Disk Policy）] チェック ボックスをオフにします。
c) [エントリの編集（Edit Entry）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
ここに表示されるすべてのフィールドが [ストレージ リソース割り当てポリシーの追加（Add Storage
Resource Allocation Policy）] ペインに表示されるフィールドと同じです。
（注）

この設定は、VM ディスクの作成時にどのデータストアがディスクのタイプに使用できるか
を決定します。

d) [送信（Submit）] をクリックします。
e) 他のディスク タイプを設定するには、必要に応じてこれらの手順を繰り返します。
（注）

その他のディスク ポリシーで作成されたストレージ 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ます。
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ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[ハードディスク ポリシー（Hard Disk Policy）] ペインでは、VM のプロビジョニング時に作成する物理
ディスクの数を指定できます。
a) [+] をクリックして、ディスクを追加し、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[ディスクラベル（Disk Label）] フィールド

追加するディスクを説明するラベル。

[ディスク サイズ（GB）（Disk Size (GB)）] フィー ディスクのサイズ。
ルド
[ディスク タイプ（Disk Type）] ドロップダウン
リスト

ディスク タイプを選択します。
このドロップダウン リストに表示されるオプショ
ンは、[システム ポリシーと同様（Same as System
Policy）] チェック ボックスを先の手順で選択した
かによって異なります。

コントローラ オプション
[コントローラ タイプ（Controller Type）] ドロッ
プダウン リスト

ドロップダウン リストから、コントローラ タイ
プを選択します。
ポートの応答可能性に基づいて、コントローラ
は、VM ディスクにマッピングされます。

[新しいコントローラのディスクを作成（Create
Disk on new Controller）] チェック ボックス

新しいコントローラを作成する場合に、このチェッ
ク ボックスをオンにします。
コントローラ タイプは、[コントローラ タイプ
（Controller Type）] ドロップダウン リストで作成
された選択肢に基づいています。

ディスク プロビジョニング オプション
[ディスク プロビジョニング オプション（Disk
Provisioning Options）] ラジオ ボタン

指定したいプロビジョニングのラジオ ボタンを
チェックします。次のいずれかを指定できます。
• [シン プロビジョニング（Thin Provision）]
• [シック プロビジョニング（Lazy Zeroed）
（Thick Provision Lazy Zeroed）]
• [シック プロビジョニング（eager Zeroed）
（Thick Provision eager Zeroed）]

VM ライフサイクルのサイズ変更オプション
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フィールド

説明

[ディスクのサイズ変更を許可（Allow Resizing of
Disk）] チェック ボックス

このチェック 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
できるようになります。

[ディスクの許容値(GB単位)（Permitted Values for
Disk in GB）] フィールド

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。
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を指定します。たとえば、
1、5、10、50、100、500、1024、5120、10240 な
どです。

[スコープからのデータストアの選択をユーザに許 このチェック ボックスをオンにすると、ユーザは
可します（Allow user to select datastore from scope）] サービス リクエストの作成中にデータストアを選
チェック ボックス
択できるようになります。

ステップ 10 [送信（Submit）] をクリックします。
（注）
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（Provision
all disks in a single database）] 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, （245 ページ）を参照してください。

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（Storage Tier）] を選
択することができます。
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仮想ストレージ カタログの設定

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[ストレージ（Storage）] を選択します。

ステップ 2

[仮想ストレージのカタログ（Virtual Storage Catalog）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）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（Virtual Storage Catalog）] 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

[カタログ名（Catalog Name）] フィールド

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。

[カタログの説明（Catalog Description）] フィールド カタログの説明。
[クラウド名（Cloud Name）] ドロップダウン リス
ト

クラウド アカウントを選択します。

[エントリ数の選択（Choose No of Entries）] ドロッ エントリ数を選択します。指定できる範囲は 1 ～
プダウン リスト
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。

ステップ 5

[Next] をクリックします。

ステップ 6

[エントリの追加（Add Entries）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ストレージ エントリ #1（Storage Entry #1）]
[ストレージエントリ名（Storage Entry Name）]
フィールド

ストレージ エントリの名前。

[ストレージ ポリシー（Storage Policy）] ドロップダ ストレージ ポリシーを選択します。
ウン リスト
[ストレージ エントリ #2（Storage Entry # 2）]
[ストレージエントリ名（Storage Entry Name）]
フィールド

2 番目のポリシーのストレージ エントリ名。
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名前

説明

[ストレージ ポリシー（Storage Policy）] ドロップダ ストレージ ポリシーを選択します。
ウン リスト

ステップ 7

[送信（Submit）] 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」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方法」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 などのリソースに加
え、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
のオプションも含まれています。

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）

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[ネットワーク（Network）] を選択します。

ステップ 2

[スタティックIPプールポリシー（Static IP Pool Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）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（Static IP Pool Policy Information）] 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

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

IP プール ポリシーの名前

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

IP プール ポリシーの説明
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名前

説明

[IP オーバーラップの許可（Allow IP Overlap）] ド
ロップダウン リスト

IP の重複が許可されるかどうかを指定します。デ
フォルトでは、IP の重複は無効になっています。
IP の重複を有効にすると、次のようになります。
• IP プールを作成し、重複した IP アドレスを
プールの内部に保持することができます。
• 2 つのスタティック IP プールを作成し、プー
ルの間で重複した IP アドレスを保持すること
ができます。

[範囲（Scope）] ドロップダウン リスト

重複 IP プールの範囲
次のオプションがあります。
• MSP 組織
このオプションは MSP を有効にした場合にの
み表示されます。
• グループ/お客様の組織
• コンテナ
（注）

このオプションは、[IP オーバーラップの
許可（Allow IP Overlap）] ドロップダウン
リストから [はい（Yes）] を選択した場
合のみ表示されます。

[ユーザ グループ ID（User Group ID）] フィールド [選択（Select）] をクリックして、ポリシー用ユー
ザ グループのチェック ボックスをオンにします。
システムで作成されたすべてのユーザまたはグルー
プが表示されます。
[コンテナ ID（Container ID）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、コンテナのチェッ
ク ボックスをオンにします。

ステップ 5

[スタティック IP プール] セクションの [+] をクリックして、複数のスタティック 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（Add Entry to Static IP Pools）] 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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名前

説明

[静的IPプール（Static IP Pool）] フィールド

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。

[サブネットマスク（Subnet Mask）] 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。

[ゲートウェイ IP アドレス（Gateway IP Address）]
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。

[VLAN ID] フィールド

部門に使用する VLAN ID有効な VLAN ID の範囲を
入力します。

ステップ 7

[送信（Submit）] 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（Static IP Policy Information）] ダイアログ ボックスで [送信（Submit）] を
クリックします。

IP サブネット プール ポリシーの設定
ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[ネットワーク（Network）] を選択します。

ステップ 2

[IP サブネット プール ポリシー（IP Subnet Pool Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[IP サブネット プール ポリシー情報（IP Subnet Pool Policy Information）] 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。
フィールド

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ポリシーの名前。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[ネットワーク スーパーネット アドレス（Network
Supernet Address）] フィールド

ネットワーク スーパーネット アドレス
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フィールド

説明

[ネットワーク サブネット マスク（Network Subnet
Mask）] フィールド

ネットワーク スーパーネット マスク。

[要求サブネット数（Number of Subnets Required）]
ドロップダウン リスト

組織に必要なサブネット数を選択します。

[ゲートウェイ アドレス（Gateway Address）] ドロッ ゲートウェイアドレスインデックスを選択します。
プダウン リスト
[IP オーバーラップの許可（Allow IP Overlap）] ド
ロップダウン リスト

IP の重複が許可されるかどうかを指定します。デ
フォルトでは、IP の重複は無効になっています。
IP の重複を有効にすると、次のようになります。
• IP プールを作成し、重複した IP アドレスを
プールの内部に保持することができます。
• 2 つの IP サブネット プールを作成し、プール
の間で重複した IP アドレスを保持することが
できます。

[範囲（Scope）] ドロップダウン リスト

重複 IP サブネット プールの範囲次のオプションが
あります。
• MSP 組織
このオプションは MSP を有効にした場合にの
み表示されます。
• グループ/お客様の組織
• コンテナ
（注）

このオプションは、[IP オーバーラップの
許可（Allow IP Overlap）] ドロップダウン
リストから [はい（Yes）] を選択した場
合のみ表示されます。
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重要

IP の重複を有効にして、ポリシーを作成する場合、最初に同じ IP 範囲で作成された他の IP サブ
ネット プール ポリシーがあるかどうかを判断する必要があります。この他のポリシーが IP の重
複を有効にしている場合、エラーなしで追加のポリシーを作成できます。ただし、事前に作成さ
れた IP サブネット ポリシーで、IP の重複を有効にして作成したポリシーと同じ IP 範囲を指定し
た場合は、実行できません。IP の重複を有効にせずにポリシーを作成した場合には、同じ挙動に
なります。
IP の重複を有効にせずにポリシーを作成した場合、最初に同じ IP 範囲で作成された他の IP サブ
ネット プール ポリシーがあるかどうかを判断する必要があります。事前に作成されたプール ポ
リシーが IP の重複を有効にしていた場合、IP の重複を無効にして他のポリシーを作成するために
同じ IP 範囲を指定することはできません。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ネットワーク ポリシーの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザ ポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）]
> [ネットワーク（Network）] の順に選択します。

ステップ 2

[VMwareネットワーク ポリシー（VMware Network Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）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（Network Policy Information）] 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

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ネットワーク ポリシーの名前。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ネットワーク ポリシーの説明。

[クラウド名（Cloud Name）] ドロップダウン リス
ト

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。

[エンド ユーザにオプションの NIC の選択を許可
（Allow end user to select optional NICs）] チェック
ボックス

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。

[VM ネットワーク（VM Networks）] フィールド

VM ネットワークに新しいエントリを追加する場合
は、[+] をクリックします。
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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（VM Networks）] セクションで [追加（Add）]
（+）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。
（注）
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。

ステップ 6

[VM ネットワークへのエントリの追加（Add Entry to VM Networks）] 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

[NIC エイリアス（NIC Alias）] フィールド

新しい NIC の名前。

[必須（Mandatory）] チェック ボックス

[ネットワーク ポリシー情報（Network Policy
Information）] 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（Allow end user
to select optional NICs）] 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チェッ
クされています。[ネットワーク ポリシー情報
（Network Policy Information）] 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（NIC Alias）]
フィールドはオプションです。
（注）

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

[エンド ユーザによるポートグループ選択を許可
プロビジョニング中にエンドユーザがポートグルー
（Allow end user to choose portgroups）] チェック ボッ プを選択できるようにするには、このチェックボッ
クス
クスをオンにします。
[ポリシーレベルポートグループの表示（Show policy このチェック ボックスと共に [エンド ユーザにポー
level portgroups）] チェック ボックス
ト グループの選択を許可（Allow end users to choose
portgroups）] チェック ボックスをオンにすると、ポ
リシー内の NIC で選択されたすべてのポート グルー
プがリストされます。
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名前

説明

[テンプレートからアダプタをコピーする（Copy
Adapter from Template）] 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。カスタム設定する場合は、こ
のチェック ボックスをオフにします。
[アダプタのタイプ（Adapter Type）] ドロップダウ
ン リストは、このチェック ボックスをオンにする
と表示されません。

[エンド ユーザに IP アドレスのオーバーライドを許 ユーザに IP アドレスのオーバーライドを許可する
可（Allow the end user to override IP Address）] チェッ には、このチェック ボックスをオンにします。
ク ボックス
[アダプタのタイプ（Adapter Type）] ドロップダウ
ン リスト

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、このオプションを選択します。
（注）

[テンプレートからアダプタをコピーする
（Copy Adapter from Template）] 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。

ステップ 7

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

ステップ 8

[選択（Select）] 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（Select IP Address Type）] ドロップダウン フィールドで、[DHCP]（デフォル
ト）または [固定（Static）] を選択します。
a) [固定（Static）] を選択した場合は、[IPプールポリシー（IP Pool Policy）]（デフォルト）または [イン
ラインIPプール（Inline IP Pool）] を選択する必要があります。
[IPプールポリシー（IP Pool Policy）] を選択した場合は、[静的IPプールを選択する（Select to choose a
static IP pool）] をクリックします。[選択（Select）] 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（Inline IP Pool）] を選択する場合は、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[静的IPプール（Static IP Pool）] フィールド

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。

[サブネットマスク（Subnet Mask）] 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。
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名前

説明

[ゲートウェイ IP アドレス（Gateway IP Address）] このネットワークのデフォルト ゲートウェイの IP
フィールド
アドレス。
[IP オーバーラップの許可（Allow IP Overlap）] ド IP の重複が許可されるかどうかを指定します。デ
ロップダウン リスト
フォルトでは、IP の重複は無効になっています。
IP の重複を有効にすると、次のようになります。
• IP プールを作成し、重複した IP アドレスを
プールの内部に保持することができます。
• 2 つのスタティック IP プールを作成し、プー
ルの間で重複した IP アドレスを保持するこ
とができます。
[範囲（Scope）] ドロップダウン リスト

重複 IP プールの範囲次のオプションがあります。
• MSP 組織
このオプションは MSP を有効にした場合に
のみ表示されます。
• グループ/お客様の組織
• コンテナ
（注）

このオプションは、[IP オーバーラップ
の許可（Allow IP Overlap）] ドロップダ
ウン リストから [はい（Yes）] を選択し
た場合のみ表示されます。

[ユーザ グループ ID（User Group ID）] フィール
ド

[選択（Select）] をクリックして、ユーザ グルー
プのチェック ボックスをオンにします。システム
で作成されたすべてのユーザまたはグループが表
示されます。

[コンテナ ID（Container ID）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、コンテナの
チェック ボックスをオンにします。

ステップ 10 IPv6 を設定するには、[IPv6] チェック ボックスをオンにします。
IPv4 設定で指定したフィールドと同じフィールドを設定する必要があります。
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ステップ 11 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 12 [VM ネットワークへのエントリの追加（Add Entry to VM Networks）] ダイアログ ボックスで、[送信
（Submit）] をクリックします。
ステップ 13 [ネットワーク ポリシーの情報（Network Policy Information）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）]
をクリックします。

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

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[ネットワーク（Network）] を選択します。

ステップ 2

[ネットワークプロビジョニングポリシー（Network Provisioning Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ポリシーの追加（Add Policy）] 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

[全般情報（General Information）]
[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ポリシーの名前。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[L2ネットワーク設定（VLAN）]
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名前

説明

[プライベート VLAN の使用（Use Private VLAN）] オンにすると、次のフィールドにデータが自動的に
チェック ボックス
取り込まれます。
• [プライベートVLANタイプ（Private VLAN
Type）]：コミュニティ
• [プライマリVLAN ID（Primary VLAN ID）]：
0
• [セカンダリVLANの範囲 - 開始ID（Secondary
VLAN Range—Starting ID）]：500
• [セカンダリVLANの範囲 - 終了ID（Secondary
VLAN Range—Ending ID）]：1000
[VLAN範囲 - 開始ID（VLAN Range - Starting ID）]
フィールド

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 - 終了ID（VLAN Range - Ending 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。

[基本プロファイル名（Base Profile Name）] フィー VLAN ベース プロファイル名。1 つ以上のネストさ
ルド
れたプロファイル割り当てを含むプロファイルで
す。
[アクセス コントロール リスト（Access Control
List）]
[ACLタイプ（ACL Type）] ドロップダウン リスト

デフォルトでは、[Simple] に設定されます。これ
は、現在使用可能な唯一のオプションです。

[ICMP を許可（Allow ICMP）] チェック ボックス

VLAN の ICMP を許可するには、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

[TCPポートへの着信トラフィックを許可（Permit
Incoming Traffic to TCP Ports）] フィールド

[選択（Select）] ボタンをクリックします。[項目の
選択（Select Items）] ダイアログ ボックスが表示さ
れます。次のオプションを使用できます。
• FTP
• SSH
• Telnet
• SMTP
• POP3
• HTTP
• HTTPS
• MySQL
選択する各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（Check All）]
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（Check None）] 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（Permit
Incoming Traffic to UDP Ports）] フィールド

[選択（Select）] ボタンをクリックします。[項目の
選択（Select Items）] ダイアログ ボックスが表示さ
れます。次のオプションを使用できます。
• SNMP
• Syslog
選択する各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（Check All）]
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（Check None）] ボタンをクリッ
クします。

ステップ 5

[送信（Submit）] 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

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[ネットワーク（Network）] を選択します。

ステップ 2

[VLANプールポリシー（VLAN Pool Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[ポリシーの追加（Add Policy）] 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。

ステップ 5

名前

説明

[POD] ドロップダウン リスト

ポッドを選択できます。

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

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。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[VLAN範囲（VLAN Range）] フィールド

VLAN の範囲。たとえば、1,3, 5—15 などです。

[送信（Submit）] 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。
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システム ポリシーの設定

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[サービスの提供（Service Delivery）] を選択します。

ステップ 2

[VMWare システム ポリシー（VMware System Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[システム ポリシー情報（System Policy Information）] 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。

ステップ 5

名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ポリシーの名前。この名前は、カタログの定義時に
使用されます。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[VM 名のテンプレート（VM Name Template）]
フィールド

使用する VM 名テンプレート。

[VM 名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）] ドロップダウン リスト

VM 名の検証ポリシーが選択できます。このリスト
には、以前作成したポリシーが入力されます。

Cisco UCS Director では VM 名の自動作成が可能で
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}

次に示すオプションの [VM 名のテンプレート（VM Name Template）] 機能から選択します。
名前

説明

[エンド ユーザVM 名またはVMプレフィクス（End VM プロビジョニングのためのサービス リクエスト
User VM Name or VM Prefix）] チェック ボックス
の作成中にユーザが VM 名または VM 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。
[導入後に電源をオンにします（Power On after
deploy）] 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。

[ホスト名のテンプレート（Host Name Template）]
フィールド

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。
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ステップ 6

名前

説明

[ホスト名の検証ポリシー（Host Name Validation
Policy）] ドロップダウン リスト

ホスト名の検証ポリシーを選択します。このリスト
には、以前作成したポリシーが入力されます。

次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Linuxタイムゾーン（Linux Time Zone）] ドロップ
ダウン リスト

時間帯を選択します。

[Linux VM最大ブート待機時間（Linux VM Max Boot Linux VM の最大ブート待機時間を選択します。
Wait Time）] ドロップダウン リスト
[DNSドメイン（DNS Domain）] フィールド

VM に使用する IP ドメイン。

[DNSサフィックスリスト（DNS Suffix List）] フィー DNS ルックアップ用に設定する DNS サフィック
ルド
ス。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区
切ります。
[DNSサーバリスト（DNS Server List）] フィールド DNS サーバの IP アドレスのリスト。複数のエント
リを指定する場合は、カンマで区切ります。
[VMイメージのタイプ（VM Image Type）] ドロッ
プダウン リスト

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。次のいずれかを選択できます。
• Windows と Linux
• Linux のみ

Windows
[製品ID（Product ID）] フィールド

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。

[ライセンスの所有者名（License Owner Name）]
フィールド

Windows ライセンスの所有者名。

[組織（Organization）] フィールド

VM で設定する組織名。
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名前

説明

[ライセンスモード（License Mode）] ドロップダウ [シート別（per-seat）] または [サーバ別
ン リスト
（per-server）] を選択します。
[ライセンスユーザ数（Number of License Users）]

ライセンス ユーザまたは接続の数。

[WINSサーバリスト（WINS Server List）] フィール WINS サーバの IP アドレス。複数のエントリを指
ド
定する場合は、カンマで区切ります。
[Windows VM最大ブート待機時間（Windows VM
Max Boot Wait Time）] ドロップダウン リスト

Windows VM の最大ブート待機時間を選択します。

[一意のSIDの作成（Create a unique SID）] チェック システムに一意の SID を作成する場合は、チェック
ボックス
ボックスをオンにします。
[自動ログイン（Auto Logon）] チェック ボックス

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。

[自動ログイン回数（Auto Logon Count）] フィール 自動ログオンの実行回数。
ド
[管理者パスワード（Administrator Password）] フィー 管理者アカウントのパスワード。
ルド
[Windowsタイムゾーン（Windows Time Zone）] ド
ロップダウン リスト

Windows VM に設定する必要があるタイム ゾーン
を選択します。

[ドメインまたはワークグループ
（Domain/Workgroup）] ドロップダウン リスト

[ドメイン（Domain）] または [ワークグループ
（Workgroup）] を選択します。

[ワークグループ（Workgroup）] フィールド

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（Workgroup）]
が [ドメインまたはワークグループ
（Domain/Workgroup）] 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。

[ドメイン（Domain）] フィールド

Windows ドメインの名前。
（注）
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名前

説明

[ドメインユーザ名（Domain Username）] フィール Windows ドメイン管理者のユーザ名。
ド
（注）
このオプションは、[ドメイン（Domain）]
が [ドメインまたはワークグループ
（Domain/Workgroup）] 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。
[ドメインパスワード（Domain Password）] フィー
ルド

Windows ドメイン管理者のパスワード
（注）

このオプションは、[ドメイン（Domain）]
が [ドメインまたはワークグループ
（Domain/Workgroup）] 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。
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名前
[VMアノテーションの定義（Define VM Annotation）]
チェック ボックス
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名前

説明
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（VM Annotation）] フィールド
VM の説明を入力します。
• カスタム属性（Custom Attributes）
[名前（Name）]、[タイプ（Type）]、および
[値（Value）] を指定するには、[追加（Add）]
（+）をクリックします。
以下は、追加できる [カスタム属性（Custom
Attributes）] の一部です。
• ${VM_HOSTNAME}
• ${VM_HOSTNAME_SHORT}
• ${VM_HOSTNAME_DOMAIN}
• ${VM_IPADDRESS}
• ${VM_ID}
• ${VM_NAME}
• ${VM_STATE}
• ${VM_STATE_DETAILS}
• ${VM_PARENT}
• ${VM_CLOUD}
• ${VM_GROUP_NAME}
• ${VM_GROUP_ID}
• ${VM_VDC_NAME}
• ${VM_VDC_ID}
• ${VM_SR_ID}
• ${VM_SCHED_TERM}
• ${VM_TYPE}
• ${VM_COMMENTS}
• ${VM_CATALOG_ID}
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名前

説明
• ${ INITIATING_USER}
• ${SUBMITTER_EMAIL}
• ${SUBMITTER_FIRSTNAME}
• ${SUBMITTER_LASTNAME}
• ${SUBMITTER_GROUPNAME}
• VM の作成の変数：
• ${SR_ID}
• ${GROUP_NAME}
• ${USER}
• ${APPCODE}
• ${COST_CENTER}
• ${UNIQUE_ID}
• ${LOCATION}
• ${PROFILE_NAME}
• ${COMMENTS}
• ${CATALOG_NAME}
• ${CLOUD_NAME}
（注）

ステップ 7

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

[送信（Submit）] 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。
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OS ライセンスの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[サービスの提供（Service Delivery）] を選択します。

ステップ 2

[OSライセンス（OS License）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[ライセンスの詳細の追加（Add License Details）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Windows のバージョン名（Windows Version Name）] Windows バージョン名。
フィールド
[ライセンス（License）] 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。

[ライセンスの所有者名（License Owner Name）]
フィールド

Windows ライセンスの所有者名。

[組織（Organization）] フィールド

VM で設定する組織名。

[ライセンスモード（License Mode）] ドロップダウ シート単位またはサーバ単位が選択できます。
ン リスト
[ライセンス取得済みのユーザ数（Number of Licensed ライセンス ユーザまたは接続の数。
Users）] フィールド

ステップ 5

[送信（Submit）] 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
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、まずアカウント タイプ（たとえば VMware）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。
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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（View）]：ポリシーの概要を表示します。
• [編集（Edit）]：[エンド ユーザ ポリシー（End User Policy）] 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（Clone）]：[エンド ユーザ ポリシー（End User Policy）] ダイアログ ボックスが開き、
既存のエンド ユーザ セルフサービス ポリシーで定義されたパラメータを使用して追加のポ
リシーを作成できます。
• [削除（Delete）]：システムからポリシーを削除します。VDC が割り当てられているポリシー
は削除できません。

重要

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。

エンド ユーザ ポリシーの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[サービスの提供（Service Delivery）] を選択します。

ステップ 2

[エンド ユーザ セルフサービス ポリシー（End User Self-Service Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）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（Add End User Policy）] 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（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[エンド ユーザ ポリシー（End User Policy）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ポリシーの名前。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。
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名前

説明

[エンド ユーザ セルフサービス オプション（End
User Self-Service Options）] 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の一覧です。
タスクのリストは、[アカウント タイプ（Account
Type）] によって異なります。

ステップ 7

[送信（Submit）] 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, （234 ページ）を参照してください。

VM 管理ポリシーの設定
このポリシーは、VDC で VM を管理する方法を定義します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[サービスの提供（Service Delivery）] を選択します。

ステップ 2

[VM管理ポリシー（VM Management Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[VM管理ポリシーの追加（Add VM Management Policy）] 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。
フィールド

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。

VMリース期限の通知設定
[VMリース通知の設定（Configure VM Lease
Notification）] チェック ボックス

リース時間が設定された VM の通知パラメータを設
定するには、このチェック ボックスをオンにしま
す。
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フィールド

説明

[通知を送信する、VMリース期限の残り日数（How 番号を入力します。
many days before VM Lease expiry should notifications
この数値は、VM のリース期限が切れる何日前に電
be sent）] フィールド
子メール通知が VM の所有者に送信されるかを示し
ます。
[通知の送信回数（How many notifications should be
sent）] フィールド

番号を入力します。
この数値は、VM のリースの期限をユーザに通知す
る電子メール通知の送信回数を示します。

[通知間隔（Interval between notifications）] ドロップ ドロップダウン リストから数値を選択します。
ダウン リスト
この数値は、送信される電子メールの通知間隔を定
義します。
非アクティブVM管理設定
[非アクティブな VM を削除するまでの期間（Delete 番号を入力します。
after inactive VM days）] フィールド
この数値は、非アクティブな VM がシステムから削
除されるまでの日数を示します。
（注）
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[vDC ポリシーに基づいた非アクティブな
VM の削除（Delete Inactive VMs Based on
vDC Policy）] オプションをプロパティ ペ
インで選択した場合のみ非アクティブ VM
は削除されます。このオプションは、[管
理者（Administration）] > [システム
（System）] > [高度なコントロール
（Advanced Controls）] を選択した際に表
示されます。

ポリシーの管理
VM 管理ポリシーの設定

フィールド

説明

[期限切れVMを削除するまでの猶予期間（Additional 番号を入力します。
grace period for deleting expired VMs）] フィールド この数値は、システムから非アクティブな VM を削
除するまでシステムが待機する日数を示します。
（注）

[サービス リクエスト（SR ）のロールバック作業が
Cisco UCS Director によってプロビジョニングされ
た VM に失敗したときに実行されるアクション
（Action to be taken when a service request (SR) rollback
task fails for VMs provisioned through Cisco UCS
Director）] ドロップダウン リスト

[VM の非アクティブ日以降に削除（Delete
after inactive VM days）] と [期限切れ削除
VM に猶予期間を追加（Additional grace
period for deleting expired Vms）] フィール
ドで指定されている時間帯を超えた場合、
Cisco UCS Directorにより検出された VM
は削除され、また Cisco UCS Director によ
りプロビジョニングされた VM 用サービ
ス リクエストはロールバックされます。
これらのシステム用にプロビジョニング
された VM のロールバックされたサービ
ス リクエスト（SR）用の新しい電子メー
ルテンプレートが導入されました。

サービス リクエスト（SR）のロールバック作業が
プロビジョニングされた VM に失敗したときに実行
されるアクションを Cisco UCS Director より選択し
ます。次のいずれかのオプションを選択できます。
• 通知を送信して VM を削除する
• 通知を送信して VM を削除しない
（注）

[VM削除通知の設定（Configure VM Delete
Notification）] チェック ボックス

VM の自動削除 E メール テンプレートで、
[ロールバック SR ID（Rollback SR ID）]
という新しいフィールドが導入されまし
た。このフィールドは、Cisco UCS Director
によりプロビジョニングされた VM に入
力され、Cisco UCS Director により検出さ
れたVMのパスワードは空白になります。

削除される VM に関する通知パラメータを設定する
には、このチェック ボックスをオンにします。

[VM削除の事前通知を送信する、削除前の日数
番号を入力します。
（How many days before VM deletion should notifications この数値は、VM 削除の何日前に電子メール通知が
be sent）] フィールド
ユーザに送信されるかを示します。
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フィールド

説明

[通知の送信回数（How many notifications should be
sent）] フィールド

番号を入力します。
この数値は、ユーザに送信される電子メール通知の
数を示します。

[通知間隔（Interval between notifications）] ドロップ ドロップダウン リストから数値を選択します。
ダウン リスト
この数値は、送信される電子メールの通知間隔を定
義します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
このポリシーは仮想データセンターにマッピングできます。
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第

10

章

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, 233 ページ
• VDC アクション, 234 ページ
• 仮想データセンター サービス プロファイル, 240 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。

（注）

Cisco UCS Director 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。
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

ステップ 1

メニュー バーで、[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 Centers）] > > 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（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[VDC の追加（VDC Add）] 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。
選択したアカウント タイプによって、[VDC の追加（Add VDC）] ダイアログ ボックスに表示されるクラ
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）] 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

[VDC 名（VDC Name）] フィールド

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

入力後、名前は編集できませ
ん。

[ロック済みの vDC（VDC Locked）] チェック ボッ 今後の導入でVDCを使用できないようにするには、
クス
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。
[vDC の説明（VDC Description）] フィールド

VDC に固有の説明。

[グループ（Group）] ドロップダウン リスト

[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。

[クラウド名（Cloud Name）] 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。

承認者と連絡先
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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。

仮想データセンターの管理
仮想データセンターの追加

名前

説明

[第 1 レベル承認者（First Level Approver(s)）] フィー 第 1 レベルでサービス リクエストを承認する必要
ルド
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 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。

[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

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。

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

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。

[通知間隔（時間）（Reminder Interval (Hours)）]
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。

[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

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。

[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

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。

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。

ポリシー
[システム ポリシー（System Policy）] ドロップダウ VDCに適用できるシステムポリシーを選択します。
ン リスト
[コンピューティング ポリシー（Computing Policy）] VDC に適用できるコンピューティング ポリシーを
ドロップダウン リスト
選択します。
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名前

説明

[ネットワーク ポリシー（Network Policy）] ドロッ VDC に適用できるネットワーク ポリシーを選択し
プダウン リスト
ます。
[ストレージ ポリシー（Storage Policy）] ドロップダ VDC に適用できるストレージ ポリシーを選択しま
ウン リスト
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 に適用する ISO イメージのマッピング ポリ
シーを選択します。

[コスト モデル（Cost Model）] ドロップダウン リス VDC に適用できるコスト モデルを選択します。
ト
[サービス リクエストサマリーと電子メールページ この VDC の SR サマリーと電子メール ページでの
へのコストの表示を無効化（Disable displaying cost コストの表示を無効にするには、このチェックボッ
in the SR summary and email page）] チェック ボック クスをオンにします。
ス
[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

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。

[VM管理ポリシー（VM Management Policy）] ドロッ VDC の VM 管理ポリシーを設定します。
プダウン リスト
このポリシーは、VDC で VM を管理する方法を定
義します。
[ストレージの効率性の有効化（Enable Storage
Efficiency）] チェック ボックス

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。
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名前

説明

エンド ユーザ セルフサービス ポリシー

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。
（注）

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。

ステップ 7

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

仮想データセンターの表示

ステップ 1

メニュー バーで、[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 Centers）] > > を選択します。

ステップ 2

[すべてのユーザ グループ（All User Groups）] ペインで、表示したい VDC を含む VDC グループを選択し
ます。
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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（View）] をクリックして、[VDC の詳細（VDC Details）] ページを開きます。

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

ステップ 1

メニュー バーで、[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 Centers）] > > を選択します。

ステップ 2

[すべてのユーザ グループ（All User Groups）] ペインで、VDC が含まれている 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

メインの表示ペインで、編集する VDC を選択します。

ステップ 5

[カテゴリの管理（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（Edit App Category）] 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。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

VMware クラウドを選択します。

ステップ 3

[アプリケーション カテゴリ（Application Categories）] タブを選択します。

ステップ 4

アプリケーション カテゴリを選択し、[アプリケーション カテゴリの割り当て（Assign App Category）] を
選択します。

ステップ 5

[アプリケーション カテゴリの割り当て（Assign Application Category）] ダイアログ ボックスで、[+] 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）] ダイアログ ボックスで、VDC の前
に割り当てられているすべてのアプリケーション カテゴリを表示します。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。
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ステップ 6

[複数の VDC にポリシーを割り当てるエントリを追加（Add Entry to Map Policies to Multiple VDCs）] 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

ポリシー
[システム ポリシー（System Policy）] ドロップダウ ドロップダウン リストからシステム ポリシーを選
ン リスト
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 リストからコンピューティング ポ
ドロップダウン リスト
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 ドロップダウン リストからストレージ ポリシーを
ウン リスト
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 リストからスマート割り当てポリ
シーを選択します。

[ネットワーク ポリシー（Network Policy）] ドロッ ドロップダウン リストからネットワーク ポリシー
プダウン リスト
を選択します。
[コスト モデル（Cost Model）] ドロップダウン リス ドロップダウン リストからコスト モデルを選択し
ト
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。
vDC
[vDC の選択（Select vDCs）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、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。
（注）

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 に既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。

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

選択した vDC にマップされているポリシーを上書
きするには、このチェック ボックスをオンにしま
す。
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ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[アプリケーション カテゴリの割り当て（Assign Application Category）] ダイアログ ボックスで、[送信
（Submit）] をクリックします。

ステップ 9

[OK] 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

ステップ 1

メニュー バーで、[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 Centers）] > > を選択します。

ステップ 2

[vDC サービスプロファイル（VDC Service Profile）] タブを選択します。

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）] 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

[vDC プロファイル名（VDC Profile Name）] フィー VDC プロファイルの名前。
ルド
入力後、名前は編集できません。
[ロック済みの vDC（VDC Locked）] チェック ボッ 今後の導入でVDCを使用できないようにするには、
クス
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。
[vDC の説明（VDC Description）] フィールド

VDC に固有の説明。

[グループ（Group）] ドロップダウン リスト

VDC の設定対象グループを選択します。

[クラウド名（Cloud Name）] 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。
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名前

説明

承認者と連絡先
[第 1 承認者のユーザ名（First Approver User Name）] 第 1 レベルでサービス リクエストを承認する必要
フィールド
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 第 2 レベルでサービス リクエストを承認する必要
Name）] フィールド
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。
[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

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。

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

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。

[通知間隔（時間）（Reminder Interval (Hours)）]
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。

[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

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。

[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

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。

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。

ポリシー
[システム ポリシー（System Policy）] ドロップダウ VDC サービス プロファイルに適用できるシステム
ン リスト
ポリシーを選択します。
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名前

説明

[コンピューティング ポリシー（Computing Policy）] VDCサービスプロファイルに適用できるコンピュー
ドロップダウン リスト
ティング 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 VDCサービスプロファイルに適用できるネットワー
プダウン リスト
ク 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 VDC サービス プロファイルに適用できるストレー
ウン リスト
ジ ポリシーを選択します。
[コスト モデル（Cost Model）] ドロップダウン リス VDC サービス プロファイルに適用できるコスト モ
ト
デルを選択します。
[サービス リクエストサマリーと電子メールページ この VDC のサービス リクエスト サマリーと電子
へのコストの表示を無効化（Disable displaying cost メールページでのコストの表示を無効にするには、
in the SR summary and email page）] チェック ボック このチェック ボックスをオンにします。
ス
[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

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。

エンド ユーザ セルフサービス オプション
[VM の電力管理（VM Power Management）] チェッ この VDC に属している VM に対してすべての VM
ク ボックス
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 のサイズ変更（VM Resize）] チェック ボック この VDC に属している VM に対して VM サイズ変
ス
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 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 の削除（VM Deletion）] 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。
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名前

説明

[VM ディスク管理（VM Disk Management）] チェッ この VDC の VM に対して VM ディスク管理を実行
ク ボックス
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）] この VDC に属している VM に対してネットワーク
チェック ボックス
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。
[非アクティブな VM を削除するまでの期間（Delete 非アクティブな VM を削除するまでの、非アクティ
after Inactive VM days）] ドロップダウン リスト
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。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
243

仮想データセンターの管理
仮想データセンター サービス プロファイルの追加

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
244

第

11

章

カタログの管理
この章は、次の項で構成されています。
• カタログ管理について, 245 ページ
• カタログの公開, 246 ページ
• 詳細カタログの公開について, 255 ページ
• 詳細カタログの公開, 255 ページ
• ベア メタル サーバ カタログの作成, 257 ページ
• フォルダ内のカタログの並べ替え, 260 ページ
• 展開するホストへのアクセス, 260 ページ
• カタログ フォルダの並べ替え, 261 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）およびベア メタル（BM）のセルフプ
ロビジョニングができます。システム管理者のみがカタログを作成できます。カタログでは、VM
をバインドするクラウドの名前およびグループの名前などのパラメータを定義します。
次のフォルダはデフォルトで使用可能になっています。それらは編集したり削除したりすること
はできません。
• 標準（Standard）
• 詳細（Advanced）
• サービスコンテナ
• ベア メタル
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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は、前に作成したフォルダに追加するか、新しいフォルダの作
成を選択できます。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（Catalog）] ページの [フォルダの管理（Manage Folder）] 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や、すべてのフォルダを表すフォルダ 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 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（Catalog）] 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。

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。
デフォルトでは、カタログは並べて表示されます。
[カタログ（Catalog）] ページでは、サービス リクエストを作成できます。[サービス リクエス
トの作成（Create Service Request）] をクリックして、標準カタログ タイプを使用したサービス
リクエストの作成, （264 ページ） に記載されている手順を実行します。

（注）

[カタログ（Catalogs）] オプションをメニュー バーに表示させると、カタログ関連のすべての
オプションに簡単にアクセスできます。インターフェイスの右上にあるユーザ名をクリック
し、[ユーザ情報（User Information）] ダイアログ ボックスの [カタログ（Catalogs）] タブを選
択し、[カタログの有効化（Enable Catalogs）] チェック ボックスをオンにします。

カタログの公開
ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）][カタログ（Catalogs）] > の順に選択します。

ステップ 2

[カタログ（Catalog）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[カタログの追加（Catalog Add）] ダイアログ ボックスで、追加するカタログ タイプを選択します。
次のいずれかを設定できます。
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• [標準（Standard）]：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（Advanced）]：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（Service Container）]：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。
• [ベア メタル カタログ（Bare Metal Catalog）]：ベア メタル サーバのプロビジョニングのためのカタ
ログを作成するために使用します。
UCSD 管理者のみ：ベア メタル カタログを作成する方法については、ベア メタル サーバ カタログ
の作成, （257 ページ）を参照してください。
ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[カタログの作成（Create Catalog）] 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（Basic Information）] ペイン
[カタログ名（Catalog Name）] フィールド

カタログの名前を入力します。
（注）

一度作成されたカタログ名は変更できま
せん。

[カタログの説明（Catalog Description）] フィールド カタログの説明を入力します。
[カタログ タイプ（Catalog Type）] ドロップダウン カタログのタイプ。次のいずれかを設定できます。
リスト
• [標準（Standard）]：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（Advanced）]：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（Service Container）]：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。
• [ベア メタル カタログ（Bare Metal Catalog）]：
ベア メタル サーバのプロビジョニングのため
のカタログを作成するために使用します。
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名前

説明

[カタログアイコン（Catalog Icon）] ドロップダウン このカタログに関連付けるイメージのアイコンをリ
リスト
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（Applied to all groups）]
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。他のグループの使用を拒否するには、この
チェック ボックスをオフのままにします。

[サポートの問い合わせ先の電子メールアドレス
（Support Contact Email Address）] フィールド

サポート担当者の電子メール アドレスを指定しま
す。

[選択されたグループ（Selected Groups）] チェック [選択した項目（Select Items）] ダイアログ ボックス
ボックス リスト
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 デフォルトでは、このチェック ボックスはオンに
ク ボックス
なっています。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（Cloud Name）] 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。

[ISO マウント用の新しい VM のプロビジョニング
（Provision new VM for ISO mounting）] チェック
ボックス

選択されたイメージから新しい VM を複製するに
は、このチェック ボックスをオンにします。この
チェック ボックスをオンにしない場合、空の VM
が作成されます。
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名前

説明

[イメージ（Image）] 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。
自身が MSP 管理者である場合は、属している MSP
組織のイメージと、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（Windows License Pool）] Windows ライセンスを選択します。
フィールド
（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。こ
のオプションは、RHEV KVM コネクタで
はサポートされません。
[単一データストアのすべてのディスクをプロビジョ 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（Provision all disks in single datastore）] チェッ ニングするには、このチェック ボックスをオンに
ク ボックス
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、ポリシーの管理, （187 ページ） を参照
してください。
（注）

[サービス コンテナ テンプレート名（Service
Container Template Name）] ドロップダウン リスト

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。このオプションは、RHEV KVM
コネクタではサポートされません。

リストからテンプレートを選択します。
（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

[フォルダの選択（Select Folder）] 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。利用可能なフォルダを選択するか、+
アイコンをクリックして新しいフォルダ
を作成します。
新しいフォルダを作成するためには、[新
しいフォルダの追加（Add New Folder）]
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 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[アプリケーションの詳細（Applications Details）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[カテゴリ（Category）] ドロップダウン リスト

VDC カテゴリを選択します。

[オーバーライド（Override）] チェック ボックス

サービス リクエストを使用した VM のプロビジョ
ニング時に、選択したカテゴリをエンド ユーザが
オーバーライド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。

[サポートの問い合わせ先の電子メールアドレス
（Support Contact Email Address）] 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（Specify OS）] 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）
このオプションは、RHEV KVM コネクタ
ではサポートされません。

[他のOSの指定（Specify Other OS）] フィールド

[OS の指定（Specify OS）] リストにない OS を指定
します。
（注）

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
250

このオプションは、RHEV KVM コネクタ
ではサポートされません。

カタログの管理
カタログの公開

名前

説明

[アプリケーションの指定（Specify Applications）]
チェック ボックス リスト

[項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボックスで
アプリケーションを指定するための適切なチェック
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）

[他のアプリケーションの指定（Specify Other
Applications）] フィールド

[項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボックスに
ないその他のアプリケーションを指定します。
（注）

[アプリケーションコード（Application Code）]
フィールド

このオプションは、RHEV KVM コネクタ
ではサポートされません。

このオプションは、RHEV KVM コネクタ
ではサポートされません。

VM 名に使用するアプリケーション コードを指定し
ます。
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）

ステップ 9

このオプションは、RHEV KVM コネクタ
ではサポートされません。

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [ユーザクレデンシャル（User Credentials）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
（注）
このオプションは、RHEV KVM コネクタではサポートされませ
ん。
名前

説明

[クレデンシャル オプション（Credential Options）] ユーザに対し、VM アクセス クレデンシャル（共
ドロップダウン リスト
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（User ID）] フィールド

ユーザ ID。
（注）

このフィールドは、[クレデンシャル オプ
ション（Credential Options）] で選択され
ているときだけ使用できます。
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名前

説明

[パスワード（Password）] フィールド

ユーザのパスワード。
（注）

このフィールドは、[クレデンシャル オプ
ション（Credential Options）] で選択され
ているときだけ使用できます。

ステップ 11 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 12 [カスタマイズ（Customization）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[自動ゲストカスタマイズの有効化（Automatic Guest 自動ゲストカスタマイズを有効にするには、チェッ
Customization Enable）] チェック ボックス
ク ボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオンにしない場合、Cisco
UCS Director では DNS、ネットワーク、およびゲス
ト OS プロパティが設定されません。
[プロビジョニング後のカスタム アクション（Post
Provisioning Custom Actions）] チェック ボックス

VM のプロビジョニング後に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（Workflow）] 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（Post Provisioning
Custom Actions）] がオンの場合に表示さ
れます。

[仮想ストレージ カタログの有効化（Virtual Storage 仮想ストレージ カタログからストレージ エンティ
Catalog Enable）] チェック ボックス
ティを選択するには、チェック ボックスをオンに
します。
[仮想ストレージ カタログ（Virtual Storage Catalog）] カタログからストレージ エントリを選択します。
ドロップダウン リスト
（注）
このオプションは、[仮想ストレージ カタ
ログの有効化（Virtual Storage Catalog
Enable）] チェック ボックスをオンにする
と表示されます。
コスト計算
[請求期間（Charge Duration）] ドロップダウン リス [毎時（Hourly）] または [毎月（Monthly）] を選択
ト
します。
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名前

説明

[アクティブな VM アプリケーション コスト（Active テンプレートに含まれているアプリケーション コ
VM Application Cost）] フィールド
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
（Inactive VM Application Cost）] 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。

VM ライフサイクル設定
[リース時間（Lease Time）] チェック ボックス

リース時間（日、時間）を定義するには、チェック
ボックスをオンにします。

[日（Day）] フィールド

日数を指定します。
このフィールドは、[リース タイム（Lease Time）]
チェック ボックスをオンにした場合のみ表示され
ます。

[時間（Hours）] フィールド

時間数を指定します。
このフィールドは、[リース タイム（Lease Time）]
チェック ボックスをオンにした場合のみ表示され
ます。

[エンド ユーザのリース設定を非表示（Hide end user サービス エンド ユーザによる VM のリース時間の
lease configuration）] チェック ボックス
設定を防止するには、チェック ボックスをオンに
します。
[VM のプロビジョニング後のエンド ユーザを非表 サービス エンド ユーザによる VM のプロビジョニ
示（Hide end user VM provision later）] チェック ボッ ング以降の設定を防止するには、チェック ボック
クス
スをオンにします。

ステップ 13 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 14 [VM アクセス（VM Access）] 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
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名前

説明

[有効（Enable）] 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。デフォルトで
は、このチェック ボックスはオフになっており、
Web からの VM へのアクセスは無効になっていま
す。

[URL] フィールド

VM の URL。
（注）

[ラベル（Label）] フィールド

このオプションは、[Webアクセス設定
（Web Access Configuration）] 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
（Web Access Configuration）] 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
[有効（Enable）] チェック ボックス

VM へのリモート 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。デフォルトで
は、このチェック ボックスはオフになっており、
リモート デスクトップからの VM へのアクセスは
無効になっています。

[サーバ（Server）] 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（Port）] フィールド

サーバのリモート アクセス用ポート番号。
（注）

[ラベル（Label）] フィールド
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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（Remote Desktop Access
Configuration）] 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）

VMRCコンソールの設定

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（Remote Desktop Access
Configuration）] がオンの場合に表示され
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（Remote Desktop Access
Configuration）] がオンの場合に表示され
ます。
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名前

説明

[有効（Enable）] チェック ボックス

VMRC コンソールが VM にアクセスできるように
するには、このチェックボックスをオンにします。
デフォルトでは、このチェック ボックスはオフに
なっており、VMRC コンソールからの VM へのア
クセスは無効になっています。

ステップ 15 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 16 [サマリー（Summary）] ページのカタログ情報を確認します。
ステップ 17 [送信（Submit）] をクリックします。

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、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 ユーザはサービス要求中にこれらのカタログとワークフローを実行できます。詳細カタログ項
目は、グループ名やワークフローなどのパラメータを定義して作成します。

詳細カタログの公開
ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）][カタログ（Catalogs）] > の順に選択します。

ステップ 2

[カタログ（Catalog）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[カタログの追加（Catalog Add）] ダイアログ ボックスで、[カタログ タイプ（Catalog Type）] ドロップダ
ウン リストから [詳細（Advanced）] を選択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[カタログの作成（Create Catalog）] 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（Basic Information）] ペイン
[カタログ名（Catalog Name）] フィールド

カタログの名前。

[カタログの説明（Catalog Description）] フィールド カタログの説明。
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名前

説明

カタログ タイプ

[詳細（Advanced）] を選択します。

[カタログアイコン（Catalog Icon）] ドロップダウン このカタログに関連付けるイメージのアイコンを選
リスト
択します。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（Applied to all groups）]
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。デフォルトでは、このチェック ボックスはオ
フになっているため、すべてのグループがこのカタ
ログを使用できないことを意味します。

選択済みグループ（Selected Groups）

[選択（Select）] をクリックし、以下の操作を行い
ます。
1 （任意）[すべてオン（Check All）] をクリック
してすべてのカテゴリを選択するか、または [す
べてオフ（Check None）] をクリックしてすべて
のカテゴリを選択解除します。
2 [項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボック
スで、追加するグループをオンにします。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できます。
3 [選択（Select）] をクリックして、カテゴリの選
択を終了します。

[エンド ユーザへ公開（Publish to end users）] チェッ デフォルトで、このチェックボックスはオンになっ
ク ボックス
ており、カタログがエンド ユーザに提供されるこ
とを意味します。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。
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名前

説明

[フォルダの選択（Select Folder）] ドロップダウン
リスト

このカタログを作成するフォルダを選択します。
（注）

ドロップダウン リストには、すでに利用
可能なフォルダの名前が表示されていま
す。利用可能なフォルダを選択するか、+
アイコンをクリックして新しいフォルダ
を作成します。
新しいフォルダを作成するためには、[新
しいフォルダの追加（Add New Folder）]
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 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[vApp ワークフロー（vApp Workflow）] ペインで、[ワークフローの選択（Workflow Select）] をクリック
します。

ステップ 9

[選択（Select）] ダイアログ ボックスで、適切なワークフローの横のチェック ボックスをオンにします。

ステップ 10 [選択（Select）] をクリックします。
ステップ 11 [サマリー（Summary）] ページのカタログ情報を確認します。
ステップ 12 [送信（Submit）] をクリックします。

ベア メタル サーバ カタログの作成
はじめる前に
ベア メタル プロビジョニング ポリシーを作成する必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）][カタログ（Catalogs）] > の順に選択します。

ステップ 2

[カタログ（Catalog）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[カタログの追加（Catalog Add）] ダイアログ ボックスで、カタログ タイプとして[ベア メタル（Bare
Metal）] を選択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[カタログの追加（Add Catalog）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
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名前

説明

[基本情報（Basic Information）] ペイン
[カタログ名（Catalog Name）] フィールド

カタログの名前を入力します。
（注）

一度作成されたカタログ名は変更できま
せん。

[カタログの説明（Catalog Description）] フィールド カタログの説明を入力します。
[カタログ タイプ（Catalog Type）] ドロップダウン このフィールドは編集できません。ベア メタルが
リスト
表示されます。
[カタログアイコン（Catalog Icon）] ドロップダウン このカタログに関連付けるイメージのアイコンをリ
リスト
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（Applied to all groups）]
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。他のグループの使用を拒否するには、この
チェック ボックスをオフのままにします。

[サポートの問い合わせ先の電子メールアドレス
（Support Contact Email Address）] フィールド

サポート担当者の電子メール アドレスを指定しま
す。

[選択されたグループ（Selected Groups）] チェック [選択した項目（Select Items）] ダイアログ ボックス
ボックス リスト
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、新しいベア
メタル サーバ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 デフォルトでは、このチェック ボックスはオンに
ク ボックス
なっています。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。
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名前

説明

[フォルダの選択（Select Folder）] 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。利用可能なフォルダを選択するか、+
アイコンをクリックして新しいフォルダ
を作成します。
新しいフォルダを作成するためには、[新
しいフォルダの追加（Add New Folder）]
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。

[ベア メタル サーバ プロビジョニング ポリシー
ベア メタル プロビジョニング ポリシーを選択しま
（Bare Metal Server Provisioning Policy）] ドロップダ す。
ウン リスト
[サービス リクエストのサポート用電子メール
デフォルトでは、このチェック ボックスはオフに
（Configure Service Request Support Email）] のチェッ なっています。サービス リクエストのステータス
ク ボックス
を電子メールで送信する場合、電子メール アドレ
スを指定するには、このチェック ボックスをオン
にします。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

ベア メタル ワークフローペインで、[選択（Selec）] をクリックし、ベア メタル サーバのプロビジョニン
グ ワークフローを選択します。
ベア メタルのワークフローを作成するには、最低限、次の一連のタスクを含める必要があります。
• ベア メタル プロビジョニング ラッパー
• UCS サーバを選択（Select UCS Server）
• [テンプレートからの UCS サービス プロファイルの作成（Create UCS Service Profile from Template）]
• [UCS サービス プロファイルの関連付け（Associate UCS Service Profile）]
• BMA 選択を使用した PXE ブートのセットアップ（Setup PXE Boot With BMA Selection）
• UCS サーバの電源オン（Power On UCS Server）
• [PXE ブートのモニタ（Monitor PXE Boot）]
• [UCS サービス プロファイル ブート ポリシーの変更（Modify UCS Service Profile Boot Policy）]
• UCS サーバの電源オン（Power On UCS Server）
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• グループへのUCSサーバの割り当て（Assign UCS Server to Group）
ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [サマリー（Summary）] ページのカタログ情報を確認します。
ステップ 11 [送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
このカタログを使用して、ベア メタル サーバ用のサービス リクエストを作成できます。

フォルダ内のカタログの並べ替え
デフォルトでは、フォルダ内のカタログはアルファベット順に表示されますが、順番をカスタマ
イズできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）][カタログ（Catalogs）] > の順に選択します。

ステップ 2

[カタログ（Catalog）] タブを選択します。

ステップ 3

フォルダを展開すると、フォルダ内のカタログが表示されます。

ステップ 4

リストからカタログを選択します。

ステップ 5

[上へ移動（Move Up）] または [下へ移動（Move Down）] オプションを選択して、カタログの順序を並べ
替えます。

展開するホストへのアクセス
カタログ項目を選択して、展開可能なホストを評価し、除外されたホストの理由を入力できます。
この評価をすべての設定済み VDC で実行するか、または特定の VDC で実行するかを選択できま
す。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）][カタログ（Catalogs）] > の順に選択します。

ステップ 2

[カタログ（Catalog）] タブを選択します。

ステップ 3

評価する [カタログ項目（Catalog Entry）] を選択します。

ステップ 4

[導入可能性に関するアセスメント（Deployability Assessment）] をクリックします。

ステップ 5

[VDC の選択（Select vDC）] 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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フィールド

説明

[すべての VDC でアセスメントを実行する（Run
Assessment Across all VDCs）] チェック ボックス

デフォルトではチェック ボックスがオンになって
おり、このカタログ項目がすべての VDC で評価さ
れることを意味します。特定の VDC を選択する場
合は、このチェック ボックスをオフにします。

[VDC の選択（Select VDC）] フィールド

[選択（Select）] をクリックし、カタログ項目の評
価対象とする VDC のチェック ボックスをオンにし
ます。
リストには、選択されたカタログのユーザ グルー
プに関連付けられたすべてのVDCが表示されます。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

[導入可能性に関するアセスメント（Deployability Assessment）] レポートを確認した後、[閉じる（Close）]
をクリックします。

カタログ フォルダの並べ替え
デフォルトでは、カタログ フォルダはアルファベット順に表示されますが、順番をカスタマイズ
できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）][カタログ（Catalogs）] > の順に選択します。

ステップ 2

[フォルダの管理（Manage Folder）] をクリックします。

ステップ 3

[フォルダの管理（Manager Folder）] ダイアログ ボックスで、矢印を使用してフォルダの順序を並べ替え
ます。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
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章

セルフサービス プロビジョニングの使用方
法
この章は、次の項で構成されています。
• Self-Service プロビジョニング, 263 ページ
• サービス リクエスト, 264 ページ
• サービス リクエスト ワークフローと詳細, 274 ページ
• サービス リクエストのスケジュール設定について, 279 ページ
• サービス リクエストの再送信について, 279 ページ
• その他のサービス リクエスト機能, 280 ページ
• サービス リクエストの承認プロセス, 284 ページ
• サービス リクエストの予算作成, 287 ページ

Self-Service プロビジョニング
セルフサービス プロビジョニングを使用して仮想マシン（VM）またはアプリケーションをプロ
ビジョニングできます。セルフサービス プロビジョニングを使用し、VM またはアプリケーショ
ンをプロビジョニングするには、最初にサービス リクエストを作成する必要があります。この操
作によって、次の内容を含む VM 作成のワークフローが開始されます。
• 予算の検証
• 動的なリソース割り当て
• 承認
• プロビジョニング
• ライフサイクル セットアップ
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• サービス リクエストのステータスに関する通知

サービス リクエスト
セルフサービス プロビジョニング機能を使用してサービス リクエストを作成し、仮想マシン
（VM）、サービス、またはアプリケーションをプロビジョニングできます。サービス リクエス
ト プロセスでは VM 作成用のプロビジョニング ワークフローを作成しますが、これには次のアク
ションが含まれます。
• 予算の検証
• 動的なリソース割り当て
• 承認
• プロビジョニング
• ライフサイクルの設定および通知

（注）

[展開構成（Deployment Configuration）] ペインで CPU コアの数またはメモリ割り当てを変更す
ると、総コストが自動的に更新されて表示されます。
VM をプロビジョニングするまたはオーケストレーション ワークフローを実行するには、最初に
サービス リクエストを作成する必要があります。必要に応じて、VM をプロビジョニングするか
ワークフローを実行する前に、1 ～ 2 人の管理者または指定されたユーザに承認を要求すること
ができます。VM はただちに承認することも、オリジナルのリクエストから 90 日以内に承認する
ようにスケジュールすることもできます。

標準カタログ タイプを使用したサービス リクエストの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 3

[リクエストの作成（Create Request）] をクリックします。

ステップ 4

[リクエストの作成（Create Request）] ダイアログ ボックスで、[標準（Standard）] をクリックします。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[サービス リクエストの作成（Create Service Request）] 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

[カタログの選択リクエスト（Catalog Selection Request）] ペイン

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
264

セルフサービス プロビジョニングの使用方法
標準カタログ タイプを使用したサービス リクエストの作成

名前

説明

VM所有者
[顧客組織（Customer Organizations）] オプション ボ このラジオ ボタンを選択して VM をプロビジョニ
タン
ングするお客様の組織を選択します。
[顧客組織（Customer Organizations）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして VM をプロビジョ
ニングする顧客組織を選択します。
有効な vDC のある顧客組織が表示されます。
このフィールドが表示されるのは、[顧客
組織（Customer Organizations）] オプショ
ン ボタンをオンにした場合のみです。
[サービス リクエストの作成（Create Service
Request）] を [カタログ（Catalog）] ページから選択
した場合に表示されるグループ リストは、左側の
ペインで選択したユーザ グループによって異なり
ます。
（注）

[ユーザ（User）] ラジオ ボタン

このラジオ ボタンを選択して VM をプロビジョン
するユーザを選択します。

[ユーザ（User）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして VM をプロビジョ
ニングするユーザを選択します。このリストには、
ユーザへのリソース割り当てを許可するグループか
らのユーザが表示されます。
現在、特定のエンド ユーザに割り当てる
ことができるのは、VMware クラウド内
の VM だけです。
[サービス リクエストの作成（Create Service
Request）] を [カタログ（Catalog）] ページから選択
した場合に表示されるユーザ リストは、左側のペ
インで選択したユーザ グループによって異なりま
す。
（注）

VM アクセス共有
[アクセス権限のあるユーザ（Users with Access
Privilege）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、VM 情報へのア
クセスのみを許可するユーザを選択します。
選択したユーザには、VM へのアクセスのみが許可
されます。管理タスクを実行することはできませ
ん。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
265

セルフサービス プロビジョニングの使用方法
標準カタログ タイプを使用したサービス リクエストの作成

名前

説明

[管理権限のあるユーザ（Users with Manage
Privilege）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、VM の管理のみ
を許可するユーザを選択します。
選択したユーザは、VM の管理タスクを実行できま
す。

[カタログ タイプ（Catalog Type）] ドロップダウン カタログ タイプを表示します。次のいずれかを設
リスト
定できます。
• [標準（Standard）]
• [詳細（Advanced）]
• [サービス コンテナ（Service Container）]
• [VDI]
（注）

[詳細（Advanced）] は、オーケストレー
ション ワークフローのために使用されま
す。

[カタログの選択（Select Catalog）] ドロップダウン VM のプロビジョニングに使用されるカタログを選
リスト
択します。
[カタログ（Catalog）] ページで [サービス リクエス
トの作成（Create Service Request）] を選択した場合
は、カタログを選択できません。
[導入アセスメントの実行（Perform deployment
assessment）] チェック ボックス

サービス リクエストの送信前に予算割り当て、リ
ソース、リソース利用状況のアセスメントを実行す
るには、このチェック ボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオンにすると、アセスメ
ントの概要は [導入アセスメント（Deployment
Assessment）] ペインに表示されます。
重要

このオプションは、VMware カタログと、
ISO ベースではないカタログに対してのみ
表示されます。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[プロビジョニング設定（Provisioning Configuration）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[vDC の選択（Select vDC）] ドロップダウン リスト サービス リクエストの vDC を選択します。
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名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィールド

VM の名前を指定します。
名前を指定しない場合、システムは自動的に VM の
名前を生成します。

[ゲスト OS（Guest OS）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、サービス リクエ
ストのゲスト OS を選択します。

[vCPU 数（Number of vCPUs）] ドロップダウン リ
スト

ドロップダウン リストから vCPU 数を選択します。

[メモリ（Memory）] ドロップダウン リスト

ドロップダウン リストからメモリ容量を選択しま
す。

このフィールドは、VMware コンピューティング ポ
リシーを作成するときに、[VM のサイズ変更を許
可（Allow Resizing of VM）] チェック ボックスをオ
ンにした場合にのみ入力、編集できます。

このフィールドは、VMware コンピューティング ポ
リシーを作成するときに、[VM のサイズ変更を許
可（Allow Resizing of VM）] チェック ボックスをオ
ンにした場合にのみ入力、編集できます。
[カテゴリ（Category）] フィールド

ステップ 9

[選択（Select）] をクリックし、カタログの作成時
に指定のものとは異なるアプリケーション カテゴ
リを選択します。

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [導入設定（Deployment Configuration）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VDC の選択（Select VDC）] ドロップダウン リス
ト

VM がプロビジョニングされる VDC。
VDC は管理者によって定義されます。

[VM 名または VM プレフィクス（VM Name or VM VM 名またはプレフィクス。
Prefix）] フィールド
[コメント（Comment）] フィールド

導入の設定に関するコメント。
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名前

説明

[プロビジョニング（Provision）] ドロップダウン リ [今すぐ（Now）] または [あとで（Later）] のいずれ
スト
かを選択します。
[今すぐ（Now）] を選択することで、今後 90 日以
内であればいつでもプロビジョニングを設定できま
す。[あとで（Later）] を選択すると、日付選択用の
カレンダー、時間と分のドロップダウン リスト、
および AM または PM のオプション ボタンが表示
されます。
[日数（Days）] カレンダー

この日数が経過すると VM が終了します。
（注）

[時間（Hours）] ドロップダウン リスト

選択した時間が経過すると VM が終了します。
（注）

[分（Minutes）] ドロップダウン リスト

このオプションは、[次の期間後に VM の
電源をオフにする（Power OFF the VM
After）] チェック ボックスがオンの場合
に表示されます。

選択した時間（分単位）が経過すると VM が終了し
ます。
（注）

[リース時間（Lease Time）] チェック ボックス

このオプションは、[次の期間後に VM の
電源をオフにする（Power OFF the VM
After）] チェック ボックスがオンの場合
に表示されます。

このオプションは、[次の期間後に VM の
電源をオフにする（Power OFF the VM
After）] チェック ボックスがオンの場合
に表示されます。

VM のリース期間が設定されている場合は、この
チェック ボックスをオンにします。

デフォルトのコスト計算期間の設定
[請求期間（Charge Duration）] ドロップダウン リス デフォルト コストを計算する期間を選択します。
ト
デフォルトでは、この期間は [毎月（Monthly）] に
設定されています。
[月（Month）] フィールド

コスト計算に含める月数を指定します。
（注）
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名前

説明

[日（Day）] フィールド

コスト計算に含める日数を指定します。
（注）

[時間（Hours）] フィールド

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）] ドロップダウン リストから
[毎日（Daily）] を選択した場合のみ表示
されます。

コスト計算に含める時間数を指定します。
（注）

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）] ドロップダウン リストから
[毎時（Hourly）] を選択した場合のみ表
示されます。

ステップ 11 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 12 [カスタム仕様（Custom Specification）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[CPU コア（CPU Cores）] ドロップダウン リスト

プロビジョニングされる VM の CPU コアを選択し
ます。
（注）

[メモリ（Memory）] ドロップダウン リスト

このリストは、[コンピューティング ポリ
シー（Computing Policy）] ダイアログ
ボックス ボックスでサイズ変更オプショ
ンを選択した場合に開きます。

プロビジョニングされる VM のメモリ量を選択しま
す。
（注）

このリストは、[コンピューティング ポリ
シー（Computing Policy）] ダイアログ
ボックス ボックスでサイズ変更オプショ
ンを選択した場合に開きます。

[概算SRコスト予測（Approximate SR Cost Estimate）] [デフォルトのコスト計算期間の設定（Default Cost
フィールド
Computation Period Settings）] フィールドに入力した
値に基づいて、概算 SR コストが表示されます。
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名前

説明

[ストレージ階層（Storage Tier）] ドロップダウン リ プロビジョニングされる VM のストレージ エント
スト
リをカスタマイズするオプションを選択します。
（注）

このカスタム リストは、選択されたカタ
ログの作成時に仮想ストレージ カタログ
が有効であった場合に開きます。
仮想ストレージ カタログの作成の詳細に
ついては、ポリシー, （187 ページ）を参
照してください。カタログの作成時にこ
のオプションを有効化した場合の詳細に
ついては、カタログ管理について, （245
ページ）を参照してください。

[ディスクのデータストア（Disk Datastores）] テー
ブル

VM のプロビジョニングに望ましいハードディスク
のサイズを選択します。使用可能なデータストアの
リストは、ストレージポリシーで指定されたスコー
プ条件によって異なります。ストレージ ポリシー
でこのオプションを有効または無効にできます。
ディスクをテーブルから選択し、データストアを選
択するには、鉛筆アイコンをクリックします。
（注）

ストレージ ポリシー内の [ディスクのリ
サイジングを許可する（Allow Resizing of
Disk）] チェック ボックスを有効にする
と、ディスク サイズを編集できるように
なります。

ステップ 13 ディスクのデータストアを選択するには、ディスクをリストから選択し、[鉛筆（Pencil）] アイコンをク
リックします。
ステップ 14 [選択（Export Report）] をクリックして、使用可能なデータストアを表示します。
ステップ 15 リストからデータストアを選択し、[選択（Select）] をクリックします。
ステップ 16 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 17 （任意） 複数のディスクを含むテンプレートの場合は、各ディスクのデータストアを選択します。
ステップ 18 [カスタム仕様（Custom Specification）] ペインで、[選択（Select）] をクリックして利用可能な VM ネット
ワークを参照します。
（注）
このオプションは、この VM プロビジョニングのサービス リクエストで選択された VDC に関
連するネットワーク ポリシーで、[エンド ユーザにオプションの NIC の選択を許可（Allow end
user to select optional NICs）] チェック ボックスまたは [エンド ユーザによるポートグループ選択
を許可（Allow end user to choose portgroups）] チェック ボックスがオンの場合にのみ使用できま
す。詳細については、ネットワーク ポリシーの追加, （212 ページ）を参照してください。
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ステップ 19 VM ネットワークをリストから選択し、[選択（Select）] をクリックします。
ステップ 20 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 21 [カスタムワークフロー（Custom Workflow）] ペインの詳細を入力します。
（注）
カスタム ワークフローの入力は、VM のプロビジョニング用に選択されたカタログの [プロビ
ジョニング後のカスタム アクション（Post Provisioning Custom Actions）] が有効な場合に適用さ
れます。このシナリオでは、プロビジョニング後のワークフローで、ユーザはカスタム入力を
指定できます。
ステップ 22 [Next] をクリックします。
（注）
使用可能なデータストアのリストは、ストレージ ポリシーで指定されたスコープ条件によって
異なります。各ディスク カテゴリ（システム、データ、データベース、切替、ログ）に対して
データストアを 1 つだけ選択できます。
ステップ 23 [導入アセスメントの実行（Perform deployment assessment）] のチェック ボックスをオンにした場合は、[導
入アセスメント（Deployment Assessment）] ペインに表示されたアセスメント レポートをレビューします。
このアセスメント レポートがエラーを特定した場合、前のペインに戻り、要求を送信する前に、エラーを
修正する必要があります。アセスメント レポートにエラーが表示されない場合、[Next] をクリックしま
す。
ステップ 24 サービス リクエストの概要を確認します。
ステップ 25 [送信（Submit）] をクリックします。
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詳細カタログ タイプを使用したサービス リクエストの作成
サービス リクエストの作成時に詳細カタログ タイプを選択すると、オーケストレーション ワー
クフローを実行できます。詳細カタログを作成する場合の手順は、標準カタログを作成する場合
とほぼ同じです。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Service Requests）] タブを選択します。

ステップ 3

[リクエストの作成（Create Request）] をクリックします。

ステップ 4

[サービス リクエストの作成（Create Service Request）] ダイアログ ボックスの [カタログの選択（Catalog
Selection）] セクションで、[グループ（Group）]、[カタログ タイプ（Catalog Type）]（[詳細
（Advanced）]）、および [カタログ（Catalog）]（[ワークフロー（workflow）]）を選択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[サービス リクエストの作成（Create Service Request）] ダイアログ ボックスの [カスタムワークフロー
（Custom Workflow）] セクションで、カスタムワークフローの入力値を入力します。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

サービス リクエストの概要を確認します。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

カタログ タイプを使用したサービス リクエストの作成：ベア メタル
はじめる前に
ベア メタル カタログ、およびプロビジョニング ポリシーを作成している必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 3

[リクエストの作成（Create Request）] をクリックします。

ステップ 4

[リクエストの作成（Create Request）] ダイアログ ボックスで、カタログ タイプとして[ベア メタル（Bare
Metal）] を選択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[サービス リクエストの作成（Create Service Request）] 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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名前

説明

[カタログの選択（Catalog Selection）] ペイン
[グループの選択（Select Group）] ドロップダウン
リスト

システムにすでに存在するグループのリストから
ユーザ グループを選択します。

[カタログ タイプ（Catalog Type）] ドロップダウン このフィールドは編集できません。ベア メタルが
リスト
表示されます。
[カタログの選択（Select Catalog）] ドロップダウン ドロップダウンリストからカタログを選択します。
リスト
作成したベア メタル カタログのリストが表示され
ます。
[サービス リクエスト サポート E メール（Service
Request Support Email）] フィールド

ステータスの更新を受け取る必要があるユーザの電
子メール アドレスを入力します。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[ベア メタル導入設定（Bare Metal Deployment Configuration）] ペインで、サーバを選択します。
このペインは、ベア メタルプロビジョニングポリシーの作成中に [ユーザがサーバを選択できる（Allow
Users To Choose Servers）] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ表示されます。

ステップ 9

[ベア メタル導入設定（Bare Metal Deployment Configuration）] ペインで、[デフォルトのコスト計算期間の
設定（Default Cost Computation Period Settings）] フィールドを設定します。
名前

説明

[請求期間（Charge Duration）] ドロップダウン リス デフォルト コストを計算する期間を選択します。
ト
デフォルトでは、この期間は [毎月（Monthly）] に
設定されています。
[月（Month）] フィールド

コスト計算に含める月数を指定します。
（注）

[日（Day）] フィールド

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）] ドロップダウン リストから
[毎月（Monthly）] を選択した場合のみ表
示されます。

コスト計算に含める日数を指定します。
（注）

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）] ドロップダウン リストから
[毎日（Daily）] を選択した場合のみ表示
されます。
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名前

説明

[時間（Hours）] フィールド

コスト計算に含める時間数を指定します。
（注）

このフィールドは、[請求期間（Charge
Duration）] ドロップダウン リストから
[毎時（Hourly）] を選択した場合のみ表
示されます。

ステップ 10 [カスタム ワークフロー（Custom Workflow）] ペインで、サービス プロファイル名を指定します。
ステップ 11 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 12 サービス リクエストの概要を確認します。
ステップ 13 [送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
[送信（Submit）] をクリックすると、ワークフローがトリガーされ、ベア メタル サーバがプロビ
ジョニングされます。ワークフローが完了すると、選択したグループにベアメタルサーバが表示
されます。さらに、サーバのチャージバック期間が開始されます。
サーバのコスト モデルを変更する場合は、ベア メタルのプロビジョニング ポリシーでコスト モ
デルの選択を編集する必要があります。

サービス リクエスト ワークフローと詳細
サービス リクエストの作成した後に、そのステータスとワークフローの確認、リクエストのキャ
ンセル、リクエストの再送信などを実行できます。これらの操作は、サービスリクエストリスト
の上部のツールバー ボタンを使って制御できます。

サービス リクエスト ワークフロー
[ワークフローステータス（Workflow Status）] ボックスには、サービス リクエストおよびワーク
フロー ステップの詳細が表示されます。VM をプロビジョニングする一般的なサービス リクエス
トのワークフローには次のステップが含まれます。
1 開始：ユーザによるサービス リクエストの開始。
2 リソースの割り当て：仮想コンピューティングなどの必要なリソースが VM に割り当てられま
す。
3 承認：必要に応じて VM プロビジョニングが承認されます。このステップ時に、VM プロビ
ジョニング用に選択されたカタログで定義された承認者に電子メールが送信されます。
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4 プロビジョニング：VM が作成されプロビジョニングされます。
5 ライフサイクル スケジュールのセットアップ：セットアップ、スケジュール時間、および終了
の時間を含むライフサイクルのスケジューリングが設定されます。
6 通知：VM が作成されプロビジョニングされたことが電子メールでユーザに通知されます。
以下は、ワークフローの示す図です。
図 3：カタログ サービス リクエストのワークフロー
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オプションのサービス リクエスト ワークフロー ステップには、次に示す予算の監視とリソース
制限の検査が含まれます。
• 予算の監視：管理者はグループに対して予算化を有効にする必要があります。このステップ
は、新しい VM をプロビジョニングするための十分な予算がそのグループにあるかどうかを
判別します。
• リソース制限の検査：管理者はグループに対するリソース制限を有効にする必要がありま
す。この手順では、新しい VM をプロビジョニングするための十分なリソースがそのグルー
プで使用可能かどうかを判別します。
グループのサービス リクエストの読み取りアクセス許可が割り当てられているユーザは、サービ
ス リクエストの進行状況を確認できます。

サービス リクエスト詳細
サービスリクエストの詳細には、サービスリクエストの概要、所有権、カタログ情報、および現
在のステータスの項目が含まれます。
名前

説明

概要
[要求 ID（Request ID）]

サービス リクエスト ID 番号。

要求タイプ（Request Type）

リクエストのタイプ（この場合は VM の作
成）。

[VDC]

VM がプロビジョニングされる VDC。

[イメージ]

VM がプロビジョニングされるイメージ

[リクエスト日時（Request Time）]

サービス リクエストの作成時点。

[リクエストのステータス（Request Status）]

サービス リクエストのステータス（[完了
（Complete）]、[キャンセル（Canceled）]、[失
敗（Failed）] など）。

[説明]

任意のコメント。

所有権
グループ

サービス リクエストを開始したユーザが属する
グループ。

[送信ユーザ（Initiating User）]

サービス リクエストを開始したユーザ。
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名前

説明

[期間（時間）（Duration(Hours)）]

VM がアクティブな期間。この時間を定義した
場合は、指定した時間の経過後に VM が削除さ
れます。

[予定時刻（Scheduled Time）]

VM がプロビジョニングされる時刻。この値を
定義した場合、VM はスケジュール設定された
日付の午前 6 時にプロビジョニングされます。
定義しない場合は、サービス リクエストのワー
クフロー ステップが完了する際に VM がプロビ
ジョニングされます。

カタログ情報
[VDC 所有者の電子メール（VDC Owner Email）] VDC の作成時に管理者が指定した電子メール
ID。
[承認ユーザ（Approving Users）]

VM プロビジョニングのサービス リクエストを
承認する必要があるユーザ（定義されている場
合）。

[カタログ名（Catalog Name）]

VM プロビジョニングの起点となるカタログ項
目の名前。

[カタログの説明（Catalog Description）]

カタログ項目の説明。

[サービス リクエスト コスト（Service Request
Cost）]

VM プロビジョニングのコスト（見積）。この
コストはカタログ項目に対して定義されている
コスト モデルに基づいています。

各ワークフローステップのステータスを確認できます。警告メッセージやエラーメッセージ、リ
クエストの時刻などの詳細も表示されます。ワークフロー ステップは、それぞれのステータスを
示すため色分けされています。
カラー コード

説明

グレー

ステップは未完了です。

グリーン

ステップは正常に完了しました。

赤

ステップは失敗しました。失敗の理由も示され
ます。
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（注）

カラー コード

説明

青

ステップを完了するために追加の入力が必要で
す。たとえば、サービス リクエストに対して承
認者が定義されている場合、リクエストが承認
されるまではこのステップは完了しません。

承認者は [承認（Approvals）] タブで割り当てられたサービス リクエストを表示できます。

サービス リクエストのワークフロー ステータスの表示

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、ユーザ グループを選択します。
デフォルトは [すべてのユーザ グループ（All User Groups）] で、すべてのサービス リクエストが表示され
ます。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 4

[サービス リクエスト（Service Request）] を選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックして、サービス リクエストの詳細とステータスを確認します。
デフォルトでは、[ワークフロー ステータス（Workflow Status）] タブがダイアログ ボックスに表示されま
す。

サービス リクエストのログ詳細の表示

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、ユーザ グループを選択します。
デフォルトは [すべてのユーザ グループ（All User Groups）] で、すべてのサービス リクエストが表示され
ます。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 4

[サービス リクエスト（Service Request）] を選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックし、[ログ（Log）] タブを選択します。
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サービス リクエストのスケジュール設定について
遅延プロビジョニングを使用して、VM プロビジョニングのスケジュールを後日に設定できます。
デフォルト プロビジョニングは、スケジュールされた日付の午前 8:30 に実行されます。日付が設
定されると、ワークフローの VM プロビジョニング ステータスは変更を表示します。

サービス リクエストのスケジュール設定

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 3

[リクエストの作成（Create Request）] をクリックします。

ステップ 4

グループ、カタログ タイプ、カタログを選択します。標準カタログ タイプを使用したサービス リクエス
トの作成, （264 ページ）を参照してください。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[プロビジョニング（Provision）] フィールドで [あとで（Later）] オプションを選択し、[サービス リクエ
スト（Service Request）] ダイアログ ボックスでプロビジョニングの日付を選択します。

ステップ 7

[サマリー（Summary）] ウィンドウが表示されるまで [次へ] をクリックします。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

サービス リクエストの再送信について
失敗したサービスリクエストを再送信できます。サービスリクエストは、次に示す理由で失敗す
ることがあります。
• VM がプロビジョニングされるグループの予算制限（管理者により定義）を超過した。
• VMがプロビジョニングされるグループに対するリソース制限（管理者が定義している場合）
を超過した場合。
• サービス リクエストの関連情報が欠けている場合、プロビジョニングが失敗する可能性があ
ります。
サービスリクエストを再送信すると、前回の送信で失敗したワークフローステップからプロセス
が再開されます。たとえば、サービス リクエストがリソース割り当てワークフロー（ステップ
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2）で失敗した場合、このサービス リクエストを再送信すると、そのステップからプロセスが開
始されます。

サービス リクエストの再送信

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、ユーザ グループを選択します。
デフォルトは [すべてのユーザ グループ（All User Groups）] で、すべてのサービス リクエストが表示され
ます。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 4

再送信するサービス リクエストを選択します。

ステップ 5

[リクエストの再送信（Resubmit Request）] をクリックします。

その他のサービス リクエスト機能
サービス リクエストのキャンセル
システムの管理者は、作成されたすべてのサービスリクエストをキャンセルできます。MSP管理
者またはグループ管理者である場合、自身が作成、または管理しているグループ メンバーのユー
ザが作成した、サービス リクエストをキャンセルできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、ユーザ グループを選択します。
デフォルトは [すべてのユーザ グループ（All User Groups）] で、すべてのサービス リクエストが表示され
ます。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 4

キャンセルするサービス リクエストのエントリを選択します。

ステップ 5

[リクエストのキャンセル（Cancel Request）] をクリックします。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックして、サービス リクエストをキャンセルします。
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サービス リクエストのロールバック
サービス リクエストがオーケストレーション ワークフローまたはフェンスド コンテナの導入を
使用して作成されている場合は、サービス リクエストをロールバックできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、ユーザ グループを選択します。
デフォルトは [すべてのユーザ グループ（All User Groups）] で、すべてのサービス リクエストが表示され
ます。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 4

ロールバックするサービス リクエストを選択します。

ステップ 5

[ロールバック リクエスト（Rollback Request）] を右クリックし、選択します。

ステップ 6

[ロールバック サービス リクエスト（Rollback Service Request）] ダイアログ ボックスでロールバックしな
ければならないサービス リクエストのタスクを選択します。
デフォルトでは、サービス リクエストのすべてのタスクのチェック ボックスがオンになっています。

ステップ 7

（任意） [ロールバック タスクが失敗した場合、ロールバックを中止（Abort rollback, if any rollback task
fails）] チェック ボックスをチェックします。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

サービス リクエストのアーカイブ

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、ユーザ グループを選択します。
デフォルトは [すべてのユーザ グループ（All User Groups）] で、すべてのサービス リクエストが表示され
ます。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 4

アーカイブするサービス リクエストを選択します。

ステップ 5

[アーカイブ（Archive）] をクリックします。

ステップ 6

[リクエストのアーカイブ（Archive Request）] ダイアログ ボックスで、[アーカイブ] をクリックします。
アーカイブされたすべてのリクエストを表示するには、[アーカイブ済みのサービス リクエスト（Archived
Service Requests）] タブを選択します。
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次の作業
このアーカイブ済みのサービス リクエストを後で使用する必要がある場合、再付与が可能です。
詳細については、アーカイブ済みのサービス リクエストの回復, （284 ページ）を参照してくださ
い。

サービス リクエストの削除
Cisco UCS Director では、アーカイブ済みのサービス リクエストを削除できます。削除されたサー
ビス リクエストは Cisco UCS Director から永久に削除されます。
2 つの方法のいずれかで削除するアーカイブ済みのサービス リクエストを入力することもできま
す。
• [アーカイブ済みのサービス リクエスト（Archived Service Requests）] ページ上でサービス リ
クエストを選択し、[削除リクエスト（Delete Requests）] アクションをクリックします。
• [消去リクエスト（Purge Requests）] アクションを選択し、アーカイブされたサービス リクエ
スト ID を入力します。
いずれの方法でも、指定されたサービス リクエストを恒久的に削除します。唯一の違いは、デー
タの入力方法です。
アーカイブ済みのサービス リクエストのみ削除できます。アーカイブ サービス リクエストにつ
いての詳細は、『Cisco UCS Director Administration Guide [英語]』の最新リリースを参照してくだ
さい。アクティブなサービス要求をアーカイブすることができないため、進行中であるか、また
は進行中の子サービス要求を含むサービス リクエストは削除できません。
また、進行中であるか、失敗したロールバックがあるサービス リクエストは削除できません。例
えば、サービス リクエスト (SR) 100 のロールバックの送信、サービス リクエスト (SR) 101 のロー
ルバックの生成などです。SR 101 の実行中は、SR 100 は削除できません。さらに SR 101 が失敗
した場合、SR 100 は削除できません。
サービス リクエストを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[組織（Organizations）] > [サービス リクエスト（Service Requests）] の順に選択します。

ステップ 2

[アーカイブ済みのサービス リクエスト（Archived Service Requests）] タブをクリックします。

ステップ 3

サービス リクエストの ID の入力は、キーボードを使用するか、[アーカイブ済みのサービス リクエスト
（Archived Service Requests）] レポートからサービス リクエストを選択することのみから行えます。
サービス リクエスト ID を入力するには、次の手順に進みます。サービス リクエストを選択する場合は、
次のようにします。
a) 削除するサービス リクエストを選択します。
（注）
システムの他のアプリケーションとして複数のアイテムを選択できます。例えば、Windows
では、Ctrl キーを押しながら他のアイテムを選択するか、Shift で複数のアイテムを選択しま
す。
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サービス リクエストを 1 つ以上選択すると、[削除リクエスト（Delete Requests）] アクションが表示さ
れます。
b) [削除リクエスト（Delete Requests）] アクションをクリックします。
c) [削除リクエスト（Delete Requests）] ダイアログ ボックスで、[削除（Delete）] をクリックします。
ステップ 4

サービス リクエストを入力するには、次の手順を実行します。
a) [消去リクエスト（Purge Requests）] をクリックします。
b) [削除リクエスト（Delete Requests）] ダイアログで、削除するサービス リクエストの ID を [SR ID（SR
Ids）] テキスト フィールドに入力します。ID の範囲を指定する場合にはハイフンを使用し、範囲か、
個別の ID を区切るためにはカンマを使用します。例えば、101-111、113、116-118 などです。
c) [削除（Delete）] をクリックします。

特定グループのサービス リクエストの表示

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、ユーザ グループを選択します。
デフォルトは [すべてのユーザ グループ（All User Groups）] で、すべてのサービス リクエストが表示され
ます。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

グループ用サービス リクエスト履歴の検索

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 3

ツールバーで、[検索と置換（Search and Replace）] をクリックします。

ステップ 4

[検索と置換（Search and Replace）] ダイアログ ボックスの検索フィールドに、検索条件を入力します。次
の情報を入力する必要があります。
• アセット ID
• アセットタイプ
• 新しいアセット フォーム
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• サービス リクエストの選択
ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

グループ用サービス リクエストのレポートのエクスポート

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルからグループ名を選択します。

ステップ 3

[サービス リクエスト（Service Request）] タブを選択します。

ステップ 4

ツールバーの右側で、[レポートのエクスポート（Export Report）] アイコンをクリックします。

ステップ 5

[レポートのエクスポート（Export Report）] ダイアログ ボックスで、レポート形式を選択します。
レポートの形式は、PDF、CSV、XLS です。

ステップ 6

[レポートの生成（Generate Report）] をクリックします。
レポートが生成された後、[ダウンロード（Download）] オプションが表示されます。

ステップ 7

レポートを開いて、システムに保存するために、[ダウンロード（Download）] をクリックします。

アーカイブ済みのサービス リクエストの回復

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

[アーカイブ済みのサービス リクエスト（Archived Service Requests）] タブを選択します。

ステップ 3

回復するサービス リクエストを選択します。

ステップ 4

[アーカイブ解除（Unarchive）] をクリックします。

サービス リクエストの承認プロセス
VM をプロビジョニングする前に、サービス リクエストは VDC 内で指名された指定承認者によ
り承認される必要があります。1 つのグループに対して 人または 2 人の承認者を定義できます。
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• 作成されたサービス リクエスト ワークフローには、承認者の名前を表示する VM 承認を必
要とするステップがあります。
• サービス リクエスト通知電子メールが承認者に送信されます。承認者は [承認（Approvals）]
タブですべての保留中のリクエストを確認できます。
• 承認が認可された後 VM のプロビジョニングが開始されます。

（注）

承認者の定義の詳細については、仮想データセンター, （233 ページ）を参照してください。

サービス リクエストの承認

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2

[承認記録（My Approvals）] タブを選択します。

ステップ 3

承認するサービス リクエストのエントリを選択します。

ステップ 4

（任意） 詳細を確認するため、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。
ワークフローと入力/出力情報を確認できます。確認し終わったら、[閉じる（Close）] をクリックします。

ステップ 5

[承認（Approve）] をクリックします。

ステップ 6

必要に応じて、[サービス リクエスト（Service Request）] ダイアログ ボックスでコメントを追加します。

ステップ 7

[承認（Approve）] をクリックします。

サービス リクエストの拒否

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2

[承認記録（My Approvals）] タブを選択します。

ステップ 3

拒否するサービス リクエスト エントリを選択します。

ステップ 4

（任意） [詳細の表示（View Details）] をクリックして詳細を確認した後、[閉じる（Close）] をクリック
します。

ステップ 5

[却下（Reject）] をクリックします。

ステップ 6

必要に応じて、[サービス リクエスト（Service Request）] ダイアログ ボックスでコメントを追加します。

ステップ 7

[却下（Reject）] をクリックします。
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サービス リクエストの承認情報の表示

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2

[承認記録（My Approvals）] タブを選択します。
すでに完了している承認と、保留中の承認がリストされます。

サービス リクエスト承認履歴の検索

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2

[承認記録（My Approvals）] タブを選択します。
すでに完了している承認と、保留中の承認がリストされます。

ステップ 3

[検索（Search）] フィールドに、検索語を入力します。
検索条件に一致するサービス リクエストが表示されます。

サービス リクエスト承認のレポートのエクスポート

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][承認記録（My Approvals）] > の順に選択します。

ステップ 2

[承認記録（My Approvals）] タブを選択します。

ステップ 3

リストからグループ名を選択します。

ステップ 4

ツールバーの右側で、[レポートのエクスポート（Export Report）] アイコンをクリックします。

ステップ 5

[レポートのエクスポート（Export Report）] ダイアログ ボックスで、レポート形式を選択します。
レポートの形式は、PDF、CSV、XLS です。

ステップ 6

[レポートの生成（Generate Report）] をクリックします。
レポートが生成された後、[ダウンロード（Download）] オプションが表示されます。

ステップ 7

レポートを開いて、システムに保存するために、[ダウンロード（Download）] をクリックします。
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サービス リクエストの予算作成
今月の利用可能な予算の表示

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、[すべてのユーザ グループ（All User Groups）] または特定のユーザ グループを選択し
ます。

ステップ 3

[今月の利用可能な予算（Current Month Budget Availability）] タブを選択します。

予算エントリの表示

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][サービスリクエスト（Service Requests）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、ユーザ グループを選択します。

ステップ 3

[予算エントリ（Budget Entries）] タブを選択します。

予算エントリの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）] > [サマリー（Summary）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、ユーザ グループを選択します。

ステップ 3

[予算エントリ（Budget Entries）] タブを選択します。

ステップ 4

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 5

[予算エントリの追加（Add Budget Entry）] 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

[エントリ名（Entry Name）] フィールド

予算エントリの名前。

[予算額（Budget Amount）] フィールド

1 カ月あたりの予算額。

[年（Year）] ドロップダウン リスト

年を選択します。
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名前

説明

[月（Month）] ドロップダウン リスト

月を選択します。

[リピートエントリ（Repeat Entries）] ドロップダウ 同じ予算額を繰り返す月の数を選択します。
ン リスト

ステップ 6

[追加（Add）] をクリックします。
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章

複数ディスクの VM プロビジョニング
この章は、次の項で構成されています。
• 複数ディスクの VM プロビジョニングについて, 289 ページ
• 複数ディスクの VM プロビジョニングの手順の概要, 290 ページ
• 複数ディスクを含むテンプレートについて, 290 ページ
• ディスク カテゴリの割り当て, 290 ページ
• ストレージ ポリシーの定義, 291 ページ
• カタログの作成, 298 ページ
• VM ディスクの作成, 307 ページ

複数ディスクの VM プロビジョニングについて
Cisco UCS Director では、テンプレートからの複数ディスクの仮想マシン（VM）プロビジョニン
グがサポートされています。選択した 1 つまたは複数のデータストアで VM ディスク プロビジョ
ニングを設定できます。また、テンプレートでの追加ディスクごとに個別のディスク ポリシーを
設定できます。
Cisco UCS Director では、ディスクは次のカテゴリに分類されています。
• システム
• データ
• データベース
• 切替
• ログ
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（注）

Cisco UCS Director で定義されているディスクのカテゴリは、ディスクのラベリング専用です。

複数ディスクの VM プロビジョニングの手順の概要
ステップ 1

複数のディスクを使用している 1 つのテンプレートの可用性を検証します。

ステップ 2

ディスクのカテゴリを割り当てます。

ステップ 3

ストレージ ポリシーを定義します。

ステップ 4

テンプレート カタログを作成します。

複数ディスクを含むテンプレートについて
複数ディスクの仮想マシン（VM）をプロビジョニングするには、複数のディスクを含むテンプ
レート（イメージ）が使用可能である必要があります。VM のプロビジョニングに複数のディス
クを含むテンプレートを使用する前に、個々のディスクに対するディスク カテゴリを割り当てる
必要があります。

ディスク カテゴリの割り当て
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

VMware クラウドを選択し、[イメージ（Images）] タブを選択します。

ステップ 3

複数ディスクを含むテンプレートを選択します。

ステップ 4

ツールバーで、[詳細の表示（View Details）] ボタンをクリックします。

ステップ 5

[ディスク（Disks）] タブをクリックします。

ステップ 6

ディスクを選択します。

ステップ 7

[ディスクタイプの割り当て（Assign Disk Type）] をクリックします。

ステップ 8

ディスク タイプを選択します。
次のいずれかを設定できます。
• システム
• データ
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• データベース
• 切替
• ログ
ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

ストレージ ポリシーの定義
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、遅延の最小条
件といったリソースを定義します。このポリシーを使用すると、複数のディスクに対して追加の
ディスク ポリシーを設定することや、サービス リクエストの作成中にエンド ユーザがデータス
トアを選択できるようにすることもできます。
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。システム、データ、データベース、切替、およびログの 5 つのディスク タイプが
あります。システムディスクポリシーは最初に設定され、他のディスクは必要に応じて後で設定
されます。ディスク タイプ別にディスク ポリシーを設定することも、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可能です。
追加のディスクのポリシーを使用する場合は、複数ディスク テンプレートに対してカタログを作
成する際に、[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（Provision all disks
in a single datastore）] オプション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、カタログの追加, （298 ページ）を参照してください。
また、Cisco UCS Director は、VM プロビジョニングに対するサービス リクエストの作成中のデー
タストアの選択をサポートしています。この機能は、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を提供します。サービス リクエストの作成時に VDC を指定した際
に、ストレージ ポリシーで定義されている範囲条件により、どの選択されたデータストアを表示
するかを判別します。

ストレージ ポリシーの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[ストレージ（Storage）] を選択します。

ステップ 2

[VMwareストレージ ポリシー（VMware Storage Policy）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）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（Add Storage Resource Allocation Policy）] の [システムディ
スクポリシー（System Disk Policy）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] 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。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

ポリシーの説明。
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。

[クラウド名（Cloud Name）] ドロップダウン リス
ト

このリソース割り当てを行うためのクラウド アカ
ウントを選択します。
SRM のアカウントを選択した場合、[保護の有効化
（Enable Protection）] チェック ボックスが表示され
ます。Site Recovery Manager 用の保護グループを有
効にする方法の詳細については、『 Cisco UCS
Director VMware Management Guide [英語]』を参照
してください。

システム ディスク スコープ
[リンク済み複製の使用（Use Linked Clone）] チェッ リンクの複製を使用するには、チェック ボックス
ク ボックス
をオンにします。
このチェック ボックスをオンにしない場合、構成
はフル複製を使用します。
[ストレージ プロファイル（Storage Profile）] ドロッ 関連付けられたストレージ プロファイルの 1 つ以
プダウン リスト
上の VM をプロビジョニングするには、ストレージ
プロファイルを選択します。
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名前

説明

[データストア/データストア クラスタ範囲（Data
導入のスコープを定義するには、次のいずれかのオ
Stores/Data Store Clusters Scope）] ドロップダウン リ プションを選択します。
スト
• すべて（All）
• 選択したデータストアを含む
• 選択したデータストアを除外
• 選択したデータストア クラスタを含む
• 選択したデータストア クラスタを除外
どのオプションを選択するかによって、追加の
フィールドが表示される場合があります。
（注）

[選択済みのデータストア（Selected Data Stores）]
フィールド

選択したオプションにより、VM ディス
クの作成時にすべてのデータストアまた
はデータストア クラスタのどちらを使用
できるかが決まります。

[選択済みのデータストアを含める（Include Selected
Datastore）] または [選択済みのデータストアを除外
する（Exclude Selected Datastore）] を選択する場合、
[選択（Select）] をクリックし、適切なデータスト
アを選択します。

[共有データストアのみの使用（Use Shared Data Store 共有データストアのみを使用するには、このチェッ
Only）] チェック ボックス
ク ボックスをクリックします。
このオプションは、選択したデータストアを含むか
除外するかを選択した場合のみ使用可能です。
[選択済みデータストア クラスタ（Selected Datastore [選択済みのデータストアクラスタを含める（Include
Clusters）] フィールド
Selected Datastore Clusters）] または [選択済みのデー
タストア クラスタを除外する（Exclude Selected
Datastore Clusters）] を選択する場合、[選択
（Select）] をクリックし、適切なデータストア ク
ラスタを選択します。
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名前

説明

[SDRS ルールタイプの選択（SDRS Rule Type）] ド 選択したデータストアを含むか除外するかを選択し
ロップダウン リスト
た場合、次のいずれかの SDRS ルール タイプを選
択します。
• [VMDK を同時に管理する（Keep VMDKs
Together）]：フィルタリングされたクラスタで
既存のルールを選択する必要があります。新
しくプロビジョニングされた VM は VM のア
ンチアフィニティ ルールに追加されます。
• [VMDK を分ける（Separate VMDKs）]：新し
くプロビジョニングされた VM に複数のディ
スクが含まれている場合、新しい VM アフィ
ニティ ルールはデータストア クラスタで作成
されます。
[SDRS ルールの選択（Select SDRS Rule）] フィール [VMDK を同時に管理する（Keep VMDKs Together）]
ド
を選択した場合、ルールを適応したい VM を選択す
る必要があります。
ストレージ オプション
[ローカルストレージの使用（Use Local Storage）]
チェック ボックス

デフォルトでは、このフィールドはオンです。ロー
カル ストレージを使用しない場合は、このチェッ
ク ボックスをオフにします。

[NFSの使用（Use NFS）] チェック ボックス

デフォルトでは、このフィールドはオンです。NFS
ストレージを使用しない場合は、チェック ボック
スをオフにします。

[VMFS の使用（Use VMFS）] チェック ボックス

デフォルトでは、このフィールドはオンです。VMFS
ストレージを使用しない場合は、チェック ボック
スをオフにします。

[SANの使用（Use SAN）] チェック ボックス

デフォルトでは、このフィールドはオンです。SAN
ストレージを使用しない場合は、チェック ボック
スをオフにします。
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名前

説明

[フィルタ条件（Filter Conditions）] チェック ボック 1 つ以上の条件をデータストア フィルタに追加した
ス
い場合、次の各要求条件を実行します。
• 該当するチェックボックスをクリックします。
• ドロップダウン リストから必要なオプション
を選択します。
• どのデータストア フィルタを実行する条件を
入力します。
これらの条件を満たしていないデータストアは検討
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。
[テンプレートのオーバーライド（Override
Template）] 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
ズの設定など、カスタム設定を入力するオプション
が提供されます。

[シンプロビジョニングの使用（Use Thin
Provisioning）] チェック ボックス

VM ストレージのプロビジョニングの際にシン プロ
ビジョニングを使用するには、このチェック ボッ
クスをオンにします。
シン プロビジョニングは、物理ストレージ容量の
動的割り当てをイネーブルにし、VM ストレージの
使用率が向上します。
このオプションは、[テンプレートのオーバーライ
ド（Override Template）] を選択した場合にのみ表示
されます。
カスタム ディスク サイズは、VM のプロビジョニ
ングに使用されるテンプレートのディスク サイズ
をオーバーライドします。

[手動ディスクサイズ（Manual Disk Size）]

このオプションは、[テンプレートのオーバーライ
ド（Override Template）] を選択した場合にのみ表示
されます。
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（Allow Resizing of
Disk）] チェック ボックス

プロビジョニングする前に、VM のディスク サイズ
を選択するオプションをエンド ユーザに表示する
場合はチェック ボックスをオンにします。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
295

複数ディスクの VM プロビジョニング
ストレージ ポリシーの作成

名前

説明

[ディスクの許容値(GB単位)（Permitted Values for
Disk in GB）] フィールド

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を指定します。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 サイズの変更許可
（Allow Resizing of Disk）] を選択した場合にのみ表
示されます。

[スコープからのデータストアの選択をユーザに許 このチェックボックスをオンにすると、エンドユー
可します（Allow user to select datastores from scope）] ザはサービス リクエストの作成中にデータストア
チェック ボックス
を選択できるようになります。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[追加ディスク ポリシー（Additional Disk Policies）] ペインで、次のいずれかを実行します。
• システム ディスク ポリシーにおいてディスク タイプに同じディスク ポリシーを設定したくない場
合、設定したいディスク タイプを選択します。
• すべてのディスクの種類にシステム ディスク ポリシー オプションを使用するには、[次へ（Next）]
をクリックします。
（注）

ステップ 7

デフォルトでは、ディスクのディスク ポリシーは、[ストレージリソース割り当てポリシーの追
加（Add Storage Resource Allocation Policy）] ペインで設定したシステム ディスク ポリシーと同
じです。

特定のディスク タイプのカスタム システム ディスク ポリシーを設定した場合は、次の操作を実行しま
す。
a) ディスク タイプを編集するには、[編集（Edit）]（鉛筆）をクリックします。
b) [ポリシー項目の編集（Edit Policies Entry）] 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（Same as System Disk Policy）] チェック ボックスをオフにします。
c) [エントリの編集（Edit Entry）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
ここに表示されるすべてのフィールドが [ストレージ リソース割り当てポリシーの追加（Add Storage
Resource Allocation Policy）] ペインに表示されるフィールドと同じです。
（注）

この設定は、VM ディスクの作成時にどのデータストアがディスクのタイプに使用できるか
を決定します。

d) [送信（Submit）] をクリックします。
e) 他のディスク タイプを設定するには、必要に応じてこれらの手順を繰り返します。
（注）

その他のディスク ポリシーで作成されたストレージ 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ます。
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ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[ハードディスク ポリシー（Hard Disk Policy）] ペインでは、VM のプロビジョニング時に作成する物理
ディスクの数を指定できます。
a) [+] をクリックして、ディスクを追加し、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[ディスクラベル（Disk Label）] フィールド

追加するディスクを説明するラベル。

[ディスク サイズ（GB）（Disk Size (GB)）] フィー ディスクのサイズ。
ルド
[ディスク タイプ（Disk Type）] ドロップダウン
リスト

ディスク タイプを選択します。
このドロップダウン リストに表示されるオプショ
ンは、[システム ポリシーと同様（Same as System
Policy）] チェック ボックスを先の手順で選択した
かによって異なります。

コントローラ オプション
[コントローラ タイプ（Controller Type）] ドロッ
プダウン リスト

ドロップダウン リストから、コントローラ タイ
プを選択します。
ポートの応答可能性に基づいて、コントローラ
は、VM ディスクにマッピングされます。

[新しいコントローラのディスクを作成（Create
Disk on new Controller）] チェック ボックス

新しいコントローラを作成する場合に、このチェッ
ク ボックスをオンにします。
コントローラ タイプは、[コントローラ タイプ
（Controller Type）] ドロップダウン リストで作成
された選択肢に基づいています。

ディスク プロビジョニング オプション
[ディスク プロビジョニング オプション（Disk
Provisioning Options）] ラジオ ボタン

指定したいプロビジョニングのラジオ ボタンを
チェックします。次のいずれかを指定できます。
• [シン プロビジョニング（Thin Provision）]
• [シック プロビジョニング（Lazy Zeroed）
（Thick Provision Lazy Zeroed）]
• [シック プロビジョニング（eager Zeroed）
（Thick Provision eager Zeroed）]

VM ライフサイクルのサイズ変更オプション
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フィールド

説明

[ディスクのサイズ変更を許可（Allow Resizing of
Disk）] チェック ボックス

このチェック 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
できるようになります。

[ディスクの許容値(GB単位)（Permitted Values for
Disk in GB）] フィールド

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。
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を指定します。たとえば、
1、5、10、50、100、500、1024、5120、10240 な
どです。

[スコープからのデータストアの選択をユーザに許 このチェック ボックスをオンにすると、ユーザは
可します（Allow user to select datastore from scope）] サービス リクエストの作成中にデータストアを選
チェック ボックス
択できるようになります。

ステップ 10 [送信（Submit）] をクリックします。
（注）
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（Provision
all disks in a single database）] 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, （245 ページ）を参照してください。

カタログの作成
カタログの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）][カタログ（Catalogs）] > の順に選択します。

ステップ 2

[カタログ（Catalog）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[カタログの追加（Catalog Add）] ダイアログ ボックスで、追加するカタログ タイプを選択します。
次のいずれかを設定できます。
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• [標準（Standard）]：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（Advanced）]：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（Service Container）]：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。
• [ベア メタル カタログ（Bare Metal Catalog）]：ベア メタル サーバのプロビジョニングのためのカタ
ログを作成するために使用します。
UCSD 管理者のみ：ベア メタル カタログを作成する方法については、ベア メタル サーバ カタログ
の作成, （257 ページ）を参照してください。
ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[カタログの作成（Create Catalog）] 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（Basic Information）] ペイン
[カタログ名（Catalog Name）] フィールド

カタログの名前を入力します。
（注）

一度作成されたカタログ名は変更できま
せん。

[カタログの説明（Catalog Description）] フィールド カタログの説明を入力します。
[カタログ タイプ（Catalog Type）] ドロップダウン カタログのタイプ。次のいずれかを設定できます。
リスト
• [標準（Standard）]：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（Advanced）]：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（Service Container）]：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。
• [ベア メタル カタログ（Bare Metal Catalog）]：
ベア メタル サーバのプロビジョニングのため
のカタログを作成するために使用します。
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名前

説明

[カタログアイコン（Catalog Icon）] ドロップダウン このカタログに関連付けるイメージのアイコンをリ
リスト
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（Applied to all groups）]
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。他のグループの使用を拒否するには、この
チェック ボックスをオフのままにします。

[サポートの問い合わせ先の電子メールアドレス
（Support Contact Email Address）] フィールド

サポート担当者の電子メール アドレスを指定しま
す。

[選択されたグループ（Selected Groups）] チェック [選択した項目（Select Items）] ダイアログ ボックス
ボックス リスト
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 デフォルトでは、このチェック ボックスはオンに
ク ボックス
なっています。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（Cloud Name）] 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。

[ISO マウント用の新しい VM のプロビジョニング
（Provision new VM for ISO mounting）] チェック
ボックス

選択されたイメージから新しい VM を複製するに
は、このチェック ボックスをオンにします。この
チェック ボックスをオンにしない場合、空の VM
が作成されます。
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名前

説明

[イメージ（Image）] 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。
自身が MSP 管理者である場合は、属している MSP
組織のイメージと、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（Windows License Pool）] Windows ライセンスを選択します。
フィールド
（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。こ
のオプションは、RHEV KVM コネクタで
はサポートされません。
[単一データストアのすべてのディスクをプロビジョ 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（Provision all disks in single datastore）] チェッ ニングするには、このチェック ボックスをオンに
ク ボックス
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、ポリシーの管理, （187 ページ） を参照
してください。
（注）

[サービス コンテナ テンプレート名（Service
Container Template Name）] ドロップダウン リスト

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。このオプションは、RHEV KVM
コネクタではサポートされません。

リストからテンプレートを選択します。
（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

[フォルダの選択（Select Folder）] 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。利用可能なフォルダを選択するか、+
アイコンをクリックして新しいフォルダ
を作成します。
新しいフォルダを作成するためには、[新
しいフォルダの追加（Add New Folder）]
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 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[アプリケーションの詳細（Applications Details）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[カテゴリ（Category）] ドロップダウン リスト

VDC カテゴリを選択します。

[オーバーライド（Override）] チェック ボックス

サービス リクエストを使用した VM のプロビジョ
ニング時に、選択したカテゴリをエンド ユーザが
オーバーライド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。

[サポートの問い合わせ先の電子メールアドレス
（Support Contact Email Address）] 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（Specify OS）] 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）
このオプションは、RHEV KVM コネクタ
ではサポートされません。

[他のOSの指定（Specify Other OS）] フィールド

[OS の指定（Specify OS）] リストにない OS を指定
します。
（注）
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名前

説明

[アプリケーションの指定（Specify Applications）]
チェック ボックス リスト

[項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボックスで
アプリケーションを指定するための適切なチェック
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）

[他のアプリケーションの指定（Specify Other
Applications）] フィールド

[項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボックスに
ないその他のアプリケーションを指定します。
（注）

[アプリケーションコード（Application Code）]
フィールド

このオプションは、RHEV KVM コネクタ
ではサポートされません。

このオプションは、RHEV KVM コネクタ
ではサポートされません。

VM 名に使用するアプリケーション コードを指定し
ます。
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）

ステップ 9

このオプションは、RHEV KVM コネクタ
ではサポートされません。

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [ユーザクレデンシャル（User Credentials）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
（注）
このオプションは、RHEV KVM コネクタではサポートされませ
ん。
名前

説明

[クレデンシャル オプション（Credential Options）] ユーザに対し、VM アクセス クレデンシャル（共
ドロップダウン リスト
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（User ID）] フィールド

ユーザ ID。
（注）

このフィールドは、[クレデンシャル オプ
ション（Credential Options）] で選択され
ているときだけ使用できます。
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名前

説明

[パスワード（Password）] フィールド

ユーザのパスワード。
（注）

このフィールドは、[クレデンシャル オプ
ション（Credential Options）] で選択され
ているときだけ使用できます。

ステップ 11 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 12 [カスタマイズ（Customization）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[自動ゲストカスタマイズの有効化（Automatic Guest 自動ゲストカスタマイズを有効にするには、チェッ
Customization Enable）] チェック ボックス
ク ボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオンにしない場合、Cisco
UCS Director では DNS、ネットワーク、およびゲス
ト OS プロパティが設定されません。
[プロビジョニング後のカスタム アクション（Post
Provisioning Custom Actions）] チェック ボックス

VM のプロビジョニング後に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（Workflow）] 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（Post Provisioning
Custom Actions）] がオンの場合に表示さ
れます。

[仮想ストレージ カタログの有効化（Virtual Storage 仮想ストレージ カタログからストレージ エンティ
Catalog Enable）] チェック ボックス
ティを選択するには、チェック ボックスをオンに
します。
[仮想ストレージ カタログ（Virtual Storage Catalog）] カタログからストレージ エントリを選択します。
ドロップダウン リスト
（注）
このオプションは、[仮想ストレージ カタ
ログの有効化（Virtual Storage Catalog
Enable）] チェック ボックスをオンにする
と表示されます。
コスト計算
[請求期間（Charge Duration）] ドロップダウン リス [毎時（Hourly）] または [毎月（Monthly）] を選択
ト
します。
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名前

説明

[アクティブな VM アプリケーション コスト（Active テンプレートに含まれているアプリケーション コ
VM Application Cost）] フィールド
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
（Inactive VM Application Cost）] 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。

VM ライフサイクル設定
[リース時間（Lease Time）] チェック ボックス

リース時間（日、時間）を定義するには、チェック
ボックスをオンにします。

[日（Day）] フィールド

日数を指定します。
このフィールドは、[リース タイム（Lease Time）]
チェック ボックスをオンにした場合のみ表示され
ます。

[時間（Hours）] フィールド

時間数を指定します。
このフィールドは、[リース タイム（Lease Time）]
チェック ボックスをオンにした場合のみ表示され
ます。

[エンド ユーザのリース設定を非表示（Hide end user サービス エンド ユーザによる VM のリース時間の
lease configuration）] チェック ボックス
設定を防止するには、チェック ボックスをオンに
します。
[VM のプロビジョニング後のエンド ユーザを非表 サービス エンド ユーザによる VM のプロビジョニ
示（Hide end user VM provision later）] チェック ボッ ング以降の設定を防止するには、チェック ボック
クス
スをオンにします。

ステップ 13 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 14 [VM アクセス（VM Access）] 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
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名前

説明

[有効（Enable）] 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。デフォルトで
は、このチェック ボックスはオフになっており、
Web からの VM へのアクセスは無効になっていま
す。

[URL] フィールド

VM の URL。
（注）

[ラベル（Label）] フィールド

このオプションは、[Webアクセス設定
（Web Access Configuration）] 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
（Web Access Configuration）] 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
[有効（Enable）] チェック ボックス

VM へのリモート 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。デフォルトで
は、このチェック ボックスはオフになっており、
リモート デスクトップからの VM へのアクセスは
無効になっています。

[サーバ（Server）] 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（Port）] フィールド

サーバのリモート アクセス用ポート番号。
（注）

[ラベル（Label）] フィールド
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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（Remote Desktop Access
Configuration）] 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）

VMRCコンソールの設定

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（Remote Desktop Access
Configuration）] がオンの場合に表示され
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（Remote Desktop Access
Configuration）] がオンの場合に表示され
ます。

複数ディスクの VM プロビジョニング
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名前

説明

[有効（Enable）] チェック ボックス

VMRC コンソールが VM にアクセスできるように
するには、このチェックボックスをオンにします。
デフォルトでは、このチェック ボックスはオフに
なっており、VMRC コンソールからの VM へのア
クセスは無効になっています。

ステップ 15 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 16 [サマリー（Summary）] ページのカタログ情報を確認します。
ステップ 17 [送信（Submit）] をクリックします。

VM ディスクの作成
プロビジョニングされるか、検出された VM のカスタムサイズの追加ディスクを追加できます。
[VM] アクション ボタンから使用可能な [VM ディスクの作成（Create VM disk）] オプションを使
用します。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

ナビゲーションのペインで、クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択します。

ステップ 5

ツールバーの右側にある矢印ボタンをクリックし、[VM ディスクの作成（Create VM Disk）] ドロップダ
ウン リストを選択します。

ステップ 6

[VM ディスクの作成（Create VM Disk）] 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

[VM 名（VM Name）] フィールド

VM の名前。
一度入力すると、VM の名前は編集できません。

[新しいディスクサイズ(GB)（New Disk Size (GB)）] VM のディスク サイズ（GB 単位）。
フィールド
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名前

説明

[ディスクタイプの選択（Select Disk Type）] ドロッ ディスク タイプを選択します。次のいずれかを設
プダウン リスト
定できます。
• システム
• 切替
• データ
• データベース
• ログ
[データストア/データストア クラスタの選択（Select VM のディスクがデータストアまたはデータストア
Datastore/Datastore Cluster）] ドロップダウン リスト クラスタから作成されている場合に指定します。
[データストアの選択（Select Datastore）] フィール [選択（Select）] をクリックして、VM ディスクの
ド
作成に使用するデータストアを選択します。
使用可能なデータストアは VDC に関連付
けられたストレージ ポリシーによって異
なります。ストレージ ポリシーで指定さ
れた条件に合ったデータストアのみ VM
ディスクに使用できます。
このフィールドは、VM のディスクをデータストア
から作成するように指定している場合にのみ使用で
きます。
（注）

[データストア クラスタの選択（Select Datastore
Cluster）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、VM ディスクの
作成に使用するデータストア クラスタを選択しま
す。
使用可能なデータストア クラスタは VDC
に関連付けられたストレージ ポリシーに
よって異なります。ストレージ ポリシー
で指定された条件に合ったデータストア
クラスタのみ VM ディスクに使用できま
す。
このフィールドは、VM のディスクをデータストア
クラスタから作成するように指定している場合にの
み使用できます。
（注）
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名前

説明

[Thin プロビジョニング（Thin Provision）] チェック VM にシン プロビジョニングされたディスクを追加
ボックス
する場合に、このチェック ボックスをオンにしま
す。
（注）

[新規ディスクコストの計算（Compute New Disk
Cost）] フィールド

ステップ 7

シン プロビジョニングは、物理ストレー
ジ容量の動的割り当てをイネーブルにし、
VM ストレージの使用率が向上します。

このオプションは、ダイアログ ボックスで指定お
よび表示した情報に基づいて新しいディスクコスト
を計算します。

[作成（Create）] をクリックします。
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チャージバック モジュールの使用方法
この章は、次の項で構成されています。
• チャージバック機能について, 311 ページ
• 予算ポリシー, 312 ページ
• コスト モデル, 314 ページ
• VDC を編集してコスト モデルを含める, 321 ページ
• パッケージ ベースのコスト モデル, 324 ページ
• ストレージ階層コスト モデル, 326 ページ
• 階層へのデータストアの割り当てについて, 327 ページ
• チャージバック レポート, 328 ページ
• 変更レコードについて, 333 ページ
• チャージバックの計算, 334 ページ

チャージバック機能について
Cisco UCS Director のチャージバック モジュールによって、仮想インフラストラクチャのコストを
詳細に把握することができます。また、コスト モデルを定義して部門内や組織内のポリシーに割
り当てることができます。リソースのコストを正確に計算するため、仮想マシン（VM）の測定
データを頻繁に収集します。

注目

チャージバック モジュールは、アプリケーション コンテナ内にある物理サーバでのみサポー
トされます。
以下に、チャージバック モジュールの機能を示します。
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• 柔軟性：組織の要件に応じて、固定費、一時コスト、配賦コスト、使用コスト、およびこれ
らのコストの組み合わせを提供します。
• 再利用可能なコスト モデル：標準化されたコスト モデルまたはテンプレートを使用して VM
にコスト モデルを割り当てます。これらのテンプレートは、新しい環境にコスト モデルを
迅速に適用します。
• レポート作成：仮想インフラストラクチャのコストとリソースの使用状況のさまざまな概要
レポートと比較レポートを生成します。レポートは、PDF 、CSV 、および XLS 形式でエク
スポートされ、Web ブラウザで表示できます。
• 上位 5 つのレポート：VM コスト、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークのコストが高
い上位 5 つの組織またはグループのレポートをモニタします。
• ダッシュボード：組み込みダッシュボードと多彩なグラフィカル ウィジェットにより、VM
の計測情報とチャージバックをリアルタイムにモニタして分析します。

予算ポリシー
リソース全体のアカウンティングはチャージバック モジュールによって処理されます。チャージ
バックに加えて、個別のグループまたは組織を予算ポリシーに関連付ける必要があります。予算
ポリシーでは、予算の監視と予算超過を有効または無効にできます。

予算ポリシーの設定
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[ユーザ グループ（User Groups）] タブを選択します。

ステップ 3

グループを選択し、[予算ポリシー（Budget Policy）] をクリックします。

ステップ 4

[予算ポリシー（Budget Policy）] 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

[予算の監視の有効化（Enable Budget Watch）] チェッ オンにすると、グループの予算使用状況が監視され
ク ボックス
ます。オフにすると、このグループのすべての予算
エントリは無視されます。
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ステップ 5

名前

説明

[予算超過を許容（Allow Over Budget）] チェック
ボックス

オンにすると、グループメンバーに対しプロビジョ
ニングされた予算の超過が許可されます。オフにす
ると、予算をすべて消化した場合に、新たな予算が
追加されるまではリクエストがすべて却下されま
す。

[保存（Save）] をクリックします。

タグベース コスト モデルの作成
コンテナを通じてプロビジョニングされたすべての VM では、タグベース コスト モデル機能がサ
ポートされています。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[サービスの提供（Service Delivery）] を選択します。

ステップ 2

[タグ ベース コスト モデル（Tag Based Cost Model）] タブを選択します。

ステップ 3

新しいコスト モデルを作成するには、[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[タグ ベース コスト モデルの追加（Add Tag Based Cost Model）] 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。
フィールド

説明

[コスト モデル名（Cost Model Name）] フィールド コスト モデルの名前。
[コスト モデルの説明（Cost Model Description）]

コスト モデルの説明。

[タグ名（Tag Name）] ドロップダウン リスト

ドロップダウン リストから VM タグを選択します。
指定したタグのコストは、このドロップダウン リ
ストで選択した VM タグに制限されます。タグベー
ス コスト モデルは、選択した VM タグに制限され
ます。

ステップ 5

コスト モデルにタグ コストを追加するには、[+] 記号をクリックします。

ステップ 6

[タグコストへのエントリの追加（Add Entry to Tag Costs）] 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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フィールド

説明

[VMタグ（VM Tag）] ドロップダウン リスト

ドロップダウンリストからタグの値を選択します。
このドロップダウン リストには、選択したタグ名
に指定できる値が表示されます。

[固定コスト（Fixed Cost）] フィールド

タグの時間あたりの固定コスト。

[一括での支払いのコスト（One Time Cost）] フィー タグの一括での支払いの固定コスト。
ルド
[通常のチャージバックにVMを含める（Include VM VM の通常のコスト モデルと共にタグベース コス
in Regular Chargeback）] チェック ボックス
ト モデルを含める場合は、このチェック ボックス
をオンにします。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[タグ ベース コスト モデルの追加（Add Tag Based Cost Model）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）]
をクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

コスト モデル
コストモデルは、仮想リソース、および物理リソースのユニットレベルのコストを定義するのに
使用されます。これらのコストは、仮想インフラストラクチャおよび物理リソース内の VM の
チャージバック計算に使用されます。コスト モデルは、線形モデルのコストの定義を提供しま
す。
特定のリソースのコストは、VM または物理リソース内のそのリソースに割り当てられているユ
ニットの数で計算されます。たとえば、1 GB の RAM のコストはコスト モデル内で定義されま
す。このユニット コストが特定の VM の RAM のコストの決定に使用されます。
1 回限りのプロビジョニング コスト、アクティブまたは非アクティブの VM のコスト、および
CPU やメモリのリソースのプロビジョニング、予約、または使用コストを定義できます。これら
の値は、使用状況に基づいて VM のコストの計算に使用されます。
さらに、物理インフラストラクチャ内のベア メタル サーバのコスト モデルを作成することもで
きます。
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（注）

コスト モデルを VDC またはアプリケーション コンテナにマッピングできます。コスト モデ
ルをアプリケーション コンテナにマッピングする方法の詳細については、『Cisco UCS Director
Application Container Guide』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手でき
ます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-director/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

コスト モデルの作成
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[サービスの提供（Service Delivery）] を選択します。

ステップ 2

[コスト モデル（Cost Model）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[コスト モデルの追加（Add Cost Model）] 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

[コスト モデル名（Cost Model Name）] フィールド コスト モデルの名前。
[コスト モデルの説明（Cost Model Description）]
フィールド

コスト モデルの説明。

[コスト モデルタイプ（Cost Model Type）] ドロップ コスト モデルのタイプを選択します。
ダウン リスト
[標準（Standard）] は線形コスト モデルを示しま
す。[詳細（Advanced）] はパッケージまたはスクリ
プトに基づくコスト モデルを示します。高度なコ
スト モデルの説明と使用方法については、「パッ
ケージ ベースのコスト モデル」を参照してくださ
い。該当する場合は [HyperV] も選択できます。
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名前

説明

[請求期間（Charge Duration）] ドロップダウン リス どのコストを VM リソースに定義する間隔とするか
ト
選択します。次のいずれかのオプションを使用でき
ます。
• [毎時（Hourly）]：リソースのコストを時間単
位で指定する場合。
• [毎日（Daily）]：リソースのコストを日単位で
指定する場合。
• [毎週（Weekly）]：リソースのコストを週単位
で指定する場合。
• [毎月（Monthly）]：リソースのコストを月単
位で指定する場合。
• [毎年（Yearly）]：リソースのコストを年単位
で指定する場合。
仮想マシンコストパラメータ
固定コスト（通貨：USD）
[一括での支払いのコスト（One Time Cost）] フィー VM のプロビジョニングの 1 回限りの固定コスト。
ルド
VM コスト（通貨：USD）
[アクティブな VM のコスト（Active VM Cost）]
フィールド

アクティブ状態の VM の時間あたりのコスト。

[非アクティブな VM のコスト（Inactive VM Cost）] 非アクティブ状態の VM の時間あたりのコスト。
フィールド
CPU コスト
[CPU チャージ ユニット（CPU Charge Unit）] ドロッ CPU のチャージ ユニット（GHz またはコア）を選
プダウン リスト
択します。
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名前

説明

[プロビジョニング済みCPUのコスト（Provisioned
CPU Cost）] フィールド

プロビジョニングされた CPU の 1 CPU チャージあ
たりおよび 1 時間あたりのコスト。システムは、
VM 用にプロビジョニングされた CPU のパーセン
テージを計算します。
（注）

CPU チャージ ユニットが GHz の場合の
コスト。
[使用済みCPUコスト（Used CPU Cost）]
フィールドに値を入力する場合は、この
フィールドは空白にしてください。

[予約済みCPUコスト（Reserved CPU Cost）] フィー 1 時間あたり、GHz あたりの予約 CPU のコスト。
ルド
VM に対して実際に予約された CPU の額（プロビ
ジョニングされた CPU のコスト計算を含む）が考
慮されます。予約 CPU の追加コスト（プロビジョ
ニング コスト以外）がある場合は、ここに入力し
ます。たとえば、プロビジョニング コストが 1 ド
ルで、予約コストが 1.4 ドルの場合、追加の予約額
を指定する必要があります。この例ではこれは 1.4
ドル – 1 ドル = 0.4 ドルです。
（注）

CPU チャージ ユニットが GHz の場合は
コストです。
[使用済みCPUコスト（Used CPU Cost）]
フィールドに値を入力する場合は、この
フィールドは空白にしてください。

[使用済みCPUコスト（Used CPU Cost）] フィール
ド

1 時間あたり、GHz あたりの使用 CPU のコスト。
コストは実際の CPU 使用量に基づいています。
このコストでは、プロビジョニング コストと予約
コストは考慮されません。[使用済みCPUコスト
（Used CPU Cost）] フィールドに値を入力する場合
は、プロビジョニングコストと予約コストのフィー
ルドは空白のままにしておきます。
（注）

CPU チャージ ユニットが GHz の場合は
コストです。

メモリ コスト
[プロビジョニング済みメモリのコスト（Provisioned 1 時間あたり、GB あたりのプロビジョニングされ
Memory Cost）] フィールド
たメモリのコスト。
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名前

説明

[予約済みメモリコスト（Reserved Memory Cost）]
フィールド

1 時間あたり、GB あたりの予約されたメモリのコ
スト。

[使用済みメモリコスト（Used Memory Cost）] フィー 1 時間あたり、GB あたりの使用メモリのコスト。
ルド
ネットワーク コスト
[受信済みネットワークデータのコスト（Received
Network Data Cost）] フィールド

1 時間あたり、GB あたりの受信データのコスト。

[転送済みネットワークデータのコスト（Transmitted 1 時間あたり、GB あたりの送信データのコスト。
Network Data Cost）] フィールド
ストレージ コスト
[コミット済みストレージコスト（Committed Storage 1 時間あたり、GB あたりのコミットされたストレー
Cost）] フィールド
ジのコスト。
[コミットされていないストレージのコスト
（Uncommitted Storage Cost）] フィールド

1 時間あたり、GB あたりのコミットされていない
ストレージのコスト。未使用だがプロビジョニング
されているストレージは、コミットされていないス
トレージとして定義されます。

タグベースコスト
[タグベースコスト モデル（Tag Based Cost Model）] タグベース コスト モデルを選択します。
ドロップダウン リスト
このリストには、作成したすべてのタグベース コ
スト モデルが表示されます。
物理サーバコストパラメータ
固定コスト（通貨：USD）
[一括での支払いのコスト（One Time Cost）] フィー サーバのプロビジョニングの 1 回限りの固定コス
ルド
ト。
CPU コスト
[CPU チャージ ユニット（CPU Charge Unit）] ドロッ CPU のチャージ ユニット（GHz またはコア）を選
プダウン リスト
択します。
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名前

説明

[プロビジョニング済みCPUのコスト（Provisioned
CPU Cost）] フィールド

1 時間あたり、CPU チャージ ユニットあたりのプ
ロビジョニングされた CPU のコスト。サーバに対
してプロビジョニングされた CPU のパーセンテー
ジが考慮されます。
（注）

CPU チャージ ユニットが GHz の場合は
コストです。
[使用済みCPUコスト（Used CPU Cost）]
フィールドに値を入力する場合は、この
フィールドは空白にしてください。

メモリ コスト
[プロビジョニング済みメモリのコスト（Provisioned プロビジョニングされたメモリの 1 GB あたりおよ
Memory Cost）] フィールド
び 1 時間あたりのコスト。
[使用済みメモリコスト（Used Memory Cost）] フィー 使用メモリの 1 GB あたりおよび 1 時間あたりのコ
ルド
スト。
ストレージ コスト
[コミット済みストレージコスト（Committed Storage コミットされたストレージの 1 GB あたりおよび 1
Cost）] フィールド
時間あたりのコスト。
ブレード コスト（通貨：USD）
[完全長ブレードのコスト（Full Length Blade Cost）] フル レングス ブレード サーバの 1 時間あたりのコ
フィールド
スト。
（注）

[ハーフ長ブレードのコスト（Half Length Blade
Cost）] フィールド

ハーフ レングス ブレード サーバの 1 時間あたりの
コスト。
（注）

ステップ 5

このフィールドは、[HyperV] がコスト モ
デル タイプとして選択されている場合は
表示されません。

このフィールドは、[HyperV] がコスト モ
デル タイプとして選択されている場合は
表示されません。

[追加（Add）] をクリックします。
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ベア メタル コスト モデルの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [物理インフラストラクチャ ポリシー（Physical Infrastructure
Policies）] > [ベア メタルサーバ（Bare Metal Servers）] の順に選択します。

ステップ 2

[ベア メタルのコスト モデル（Bare Metal Cost Model）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ベア メタルのコスト モデルの追加（Add Bare Metal Cost Model）] 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

[コスト モデル名（Cost Model Name）] フィールド コスト モデルの名前。
[コスト モデルの説明（Cost Model Description）]
フィールド

コスト モデルの説明。

[請求期間（Charge Duration）] ドロップダウン リス ドロップダウンリストから請求期間を選択します。
ト
時間単位、日単位、週単位、月単位、年単位のいず
れかです。
[一括での支払いのコスト（One Time Cost）] フィー ベア メタル サーバのプロビジョニングの 1 回限り
ルド
の固定コスト。
[CPU チャージ ユニット（CPU Charge Unit）] ドロッ CPU のチャージ ユニットを選択します。GHz また
プダウン リスト
はコアのいずれかです。
[CPU コスト（CPU Cost）] フィールド

1 時間あたり、CPU チャージ ユニットあたりの CPU
のコスト。

[メモリ コスト（Memory Cost）] フィールド

1 時間あたり、GB あたりのメモリのコスト。

[使用済みメモリコスト（Used Memory Cost）] フィー 1 時間あたり、GB あたりの使用メモリのコスト。
ルド
[ストレージ コスト（Storage Cost）] フィールド

1 時間あたり、GB あたりのストレージのコスト。

[フル幅ブレードのコスト（Full Width Blade Cost）] 1 時間あたりのフル幅ブレード サーバのコスト。
フィールド
[ハーフ幅ブレードのコスト（Half Width Blade
Cost）] フィールド
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ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
ベア メタル サーバのプロビジョニング ポリシーを作成する場合、このコスト モデルを選択でき
ます。

VDC を編集してコスト モデルを含める
新しく作成したコスト モデルを割り当てるよう、既存の VDC を追加または編集することができ
ます。既存の VDC を編集するか、新しい VDC を作成して、その VDC にコスト モデルを割り当
てることができます。
コスト モデルが VDC に割り当てられると、その VDC 内のすべての VM は、高度なコスト モデ
ルに基づいてチャージされます。標準タイプのコスト モデルを持つ VDC 内のすべての VM は、
引き続き標準のコスト モデルに従ってチャージされます。

VDC へのコスト モデルの追加
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[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 Centers）] > > 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

コスト モデルを追加する VDC を選択します。

ステップ 4

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 5

[vDC の追加（Add vDC）] ダイアログ ボックスで、アカウント タイプを選択してから [送信（Submit）]
をクリックします。

ステップ 6

[VDC の追加（Add VDC）] 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

[VDC 名（VDC Name）] フィールド

VDC の名前。
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名前

説明

[ロック済みの vDC（VDC Locked）] チェック ボッ デフォルトで、このチェックボックスはオフになっ
クス
ており、VDC が将来の導入に使用できることを意
味します。
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。
[vDC の説明（VDC Description）] フィールド

VDC に固有の説明。

[グループ（Group）] ドロップダウン リスト

VDC の設定対象グループを選択します。

[クラウド名（Cloud Name）] 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。

承認者と連絡先
[第 1 承認者のユーザ名（First Approver User Name）] サービス リクエストの第 1 レベルの承認者のユー
フィールド
ザ名を指定します。
[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 第 2 レベルでサービス リクエストを承認する必要
Name）] フィールド
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。
[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

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。

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

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。
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名前

説明

[通知間隔（時間）（Reminder Interval (Hours)）]
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。

[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

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。

[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

この VDC に関する通知のコピーを受信する 2 番目
の連絡先の電子メール。

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。

ポリシー
[システム ポリシー（System Policy）] ドロップダウ VDCに適用できるシステムポリシーを選択します。
ン リスト
[コンピューティング ポリシー（Computing Policy）] VDC に適用できるコンピューティング ポリシーを
ドロップダウン リスト
選択します。
[ネットワーク ポリシー（Network Policy）] ドロッ VDC に適用できるネットワーク ポリシーを選択し
プダウン リスト
ます。
[ストレージ ポリシー（Storage Policy）] ドロップダ VDC に適用できるストレージ ポリシーを選択しま
ウン リスト
す。
[コスト モデル（Cost Model）] ドロップダウン リス VDC に適用できるコスト モデルを選択します。
ト
[サービス リクエストサマリーと電子メールページ この VDC の SR サマリーと電子メール ページでの
へのコストの表示を無効化（Disable displaying cost コストの表示を無効にするには、このチェックボッ
in the SR summary and email page）] チェック ボック クスをオンにします。
ス
[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

VM のプロビジョニング後にオーケストレーション
ワークフローの実行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。

エンド ユーザ セルフサービス ポリシー
[VM の電力管理（VM Power Management）] チェッ チェック ボックスをオンにすると、その VDC に属
ク ボックス
している VM に対して、すべての VM 電源管理ア
クションが有効になります。
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（注）

ステップ 7

エンド ユーザ セルフサービス ポリシーには、VM のサイズ変更、VM スナップショット管理、
VM の削除、VM ディスク管理、VM ネットワーク管理が含まれます。詳細については、仮想
データセンターの追加, （234 ページ）を参照してください。

[追加（Add）] をクリックします。

VDC を編集してコスト モデルに含める
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[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 Centers）] > > 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

コスト モデルに追加する VDC を選択します。

ステップ 4

[カテゴリの管理（Manage Categories）] をクリックします。

ステップ 5

編集するカテゴリを選択します。

ステップ 6

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 7

[アプリケーション カテゴリの編集（Edit App Category）] ダイアログ ボックスで、ドロップダウン リスト
から [コスト モデル（Cost Model）] および [ポリシーの導入（Deploy Policy）] を選択します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

パッケージ ベースのコスト モデル
パッケージ ベースのコスト モデルでは、システム リソースのコストを個別の定義としてではな
く、パッケージとして定義することができます。要件に基づいて、さまざまなパッケージを選択
できます。このタイプのコスト モデルは、非線形モデルに適しています。

（注）

Cisco UCS Director は、CPU メモリ（サーバ）パッケージの定義をサポートしています。
このタイプのコストモデルでは、定義は、利用可能なリソースパッケージに基づいています。モ
デルの形式は以下のとおりです。
C – M:X
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C は CPU コアの数です。
M はメモリ（GB）です。
X は C と M の月間コストの組み合わせです。
たとえば、2-4:200 のエントリを持つパッケージは、CPU コアが 2、メモリが 4 GB、およびこの
パッケージの月間コストが 200 ドルであることを意味します。
次の形式を使用して、複数のパッケージを定義できます：C1-M1:X1,C2-M2:X2,......,CN-MN:XN
たとえば、次のようにします：1-1:50,1-2:70,1-4:90,2-4:150,2-6:170,2-8:190,4-8:350,4-12:380,4-16:400
最初のエントリ 1-1:50 は、コア CPU が 1、メモリが 1 GB で、月間コストが 50 ドルのパッケージ
です。

（注）

これらのエントリは、コスト パッケージの要件に合わせて随時に編集できます。

パッケージ ベースのコスト モデルの作成
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[サービスの提供（Service Delivery）] を選択します。

ステップ 2

[コスト モデル（Cost Model）] タブを選択します。

ステップ 3

新しいコスト モデルを作成するには、[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[コスト モデルタイプ（Cost Model Type）] フィールドの下で、[詳細（Advanced）] オプションを選択しま
す。

ステップ 5

[高度なコスト モデル（Advanced Cost Model）] フィールドに、次に示すスクリプトを貼り付けます。
/********************************/
var CPU_MEMORY_COST =
1-2:81,1-4:95,1-8:109,2-4:162,2-6:176,2-8:189,2-16:378,4-12:352,4-16:378;
/********************************/
/* 上記のようにコスト パッケージを定義します。
コスト パッケージは次の形式で指定できます：
C-M:X。
C は CPU コアの数です。
M はメモリ（GB）です。
X は C と M の月間コストの組み合わせです。
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たとえば 2-4: 162 は、CPU コアの数 = 2、メモリ = 4 GB、このパッケージのコストは 1 ヵ月あたり 162 ド
ルであることを示します。*/
/* 複数のパッケージを定義するときは、次の形式で定義します：C1-M1:X1,C2-M2:X2, ...........,CN-MN:XN
標準パッケージは、スクリプトの先頭で CPU_MEMORY_COST 変数を使用して定義されています。
コスト パッケージ要件に合わせてこの変数を編集できます。*/
/* 参考：使用するストレージ コストはストレージ階層コスト モデル定義に基づいています。*/
/* 以下のスクリプトは編集しないでください */
computeChargeback(data);
function computeChargeback(data)
{
var map = chargeBackAPI.getCPUMemCostModelMap(CPU_MEMORY_COST);
var cpuCores = data.getVmMeter().getCpuCores();
var memory = data.getVmMeter().getAllocMemGB();
var serverCost = chargeBackAPI.getCostForItem(map,cpuCores, memory);
serverCost = serverCost / (24 * 30);
var storageTierCost = chargeBackAPI.getStorageCostForItem(data.getVmMeter().getVmId());
var storageGB = (data.getVmMeter().getCommittedDiskGB()) +
(data.getVmMeter().getUncommittedDiskGB());
var committedDiskGBCost = (data.getVmMeter().getCommittedDiskGB()) * storageTierCost;
var unCommittedDiskGBCost = (data.getVmMeter().getUncommittedDiskGB()) * storageTierCost;
var storageCost = (storageGB * storageTierCost) / (24 * 30);
var totalVMCost = serverCost + storageCost;
var cb = data.getCbSummary();
cb.setCpuCores(cpuCores);
cb.setMemory(memory);
cb.setServerCost(serverCost);
cb.setCommittedDiskGB(data.getVmMeter().getCommittedDiskGB());
cb.setCommittedDiskGBCost(committedDiskGBCost);
cb.setUncommittedDiskGB(data.getVmMeter().getUncommittedDiskGB());
cb.setUncommittedDiskGBCost(unCommittedDiskGBCost);
cb.setTotalCost(totalVMCost);
}

/********************************/
ステップ 6

[追加（Add）] をクリックします。
（注）
コスト モデルが定義されている場合は、このコスト モデルに基づいて VM のチャージバックを
開始するために VDC にコスト モデルを割り当てます。

ストレージ階層コスト モデル
階層形式のストレージに関して複数のコストを定義するためにストレージ階層コスト モデルを使
用できます。現在のストレージ タイプには、ローカル ストレージ、NFS、SAN、NAS に含まれて
いますが、これらに限定されません。各ストレージ コストはさまざまです。ストレージ使用コス
トの計算にこの差異を組み込むことができます。
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このモデルを使用して異なる階層に異なるコストを定義した後、これらの階層に既存のデータス
トアを割り当てることができます。この階層コスト モデルを使用して、コスト面で類似するデー
タストア タイプをグループ化できます。
各階層に GB 毎、月毎の値のコストを割り当てる必要があります。たとえば、$0.50 を階層に割り
当てると、この階層内のすべてのデータストアは、1 ヵ月 1 GB あたり $0.50 課金されます。デフォ
ルトでは、4 階層がすでに作成されているので、それらにコストを割り当てる必要があります。

階層へのコストの割り当て
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）] >
[サービスの提供（Service Delivery）] を選択します。

ステップ 2

[ストレージ階層のコスト モデル（Storage Tier Cost Model）] タブを選択します。

ステップ 3

編集する階層を選択します。

ステップ 4

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[ディスク コスト（GB）/月（Disk Cost (GB)/Month）] フィールドを編集します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

階層へのデータストアの割り当てについて
データストアを階層に割り当てることにより、その階層に定義されたコストを使用して、そのデー
タストア内のストレージのコストを計算できます。
データストア内の VM に対するチャージバックを計算するとき、データストアを割り当てた階層
によってコストが決定されます。データストアに階層が割り当てられていない場合、詳細（スク
リプト ベース）コスト モデルの使用時に、そのデータストアのストレージ コストは考慮されま
せん。
標準のコスト モデルでは、フォームのリソースのコストを定義します。階層コストが割り当て済
みで、かつその階層にデータストアが割り当てられている場合は、ストレージ階層のコストが考
慮されます。ただし、階層がデータストアに割り当てられていない場合、そのデータストアの下
の VM のストレージ コストはコスト モデル フォームのストレージ コスト エントリから削除され
ます。

（注）

階層へのデータストアの割り当ては、標準のコスト モデルのみに適用されます。
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階層へデータストアの割り当て
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [ストレージ（Storage）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルからクラウド アカウントを選択します。

ステップ 3

[データストアの容量レポート（Datastore Capacity Report）] タブを選択します。

ステップ 4

階層を割り当てるデータストアを選択します。

ステップ 5

[階層の割り当て（Assign Tier）] をクリックします。[ストレージ階層（Storage Tier）] ダイアログ ボック
スが表示されます。
現在、階層ベースのコストは VMware クラウド アカウントでのみサポートされています。

ステップ 6

ドロップダウン リストから階層を選択します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

チャージバック レポート
チャージバックは、未使用のリソース分も含め全てのリソースに対して組織が支払う金額に関す
る情報を提供します。この機能を使用して、リソースの消費量とコストを最適化できます。シス
テム リソースのアカウンティングは月次使用率をベースにすることが可能です。CPU やメモリの
使用率といったリソースが監視および計測されます。
チャージバック レポートはコスト モデル タイプに基づいています。チャージバックは、表形式
のレポート、サマリー、グラフィカルレポートおよびウィジェットの形式で計算され、ユーザイ
ンターフェイス内で表示されます。
チャージバックサマリーデータは、日次および月次間隔でのみ保存されます。したがって、[チャー
ジバック（Chargeback）] メニュー オプションを使用して日、時間単位のコストのトレンド レポー
トを生成することはできません。週次および月次の期間のトレンド レポートのみが生成できま
す。[クラウドセンス（CloudSense）] 内で使用可能な[レポート ビルダー（Report Builder）] メ
ニューを使用して、他のトレンドのレポートに加えて、これらのトレンドに関するレポートを生
成できます。[レポート ビルダー（Report Builder）] オプションを使用する際のより詳細な情報は,
カスタム レポート テンプレートのレポート ビルダー, （382 ページ）を参照してください。
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（注）

コンテナを通じて VM をプロビジョニングした場合は、タグベースのコスト モデルを関連付
けて、それらのコストを通常のチャージバック計算と以降のレポートに含めることができま
す。
以下に、利用可能なレポート タイプを示します。
• 表示
◦ 今月のサマリー：今月のサマリー コスト レポート（VM、CPU、ストレージ コストな
ど）。
◦ 前月のサマリー：前月のサマリー コスト レポート（VM、CPU、ストレージ コストな
ど）。
◦ 月間リソース アカウンティングの詳細：月単位のリソース アカウンティングの詳細
（CPU およびメモリの使用状況の統計情報）。
◦ VM レベル リソース アカウンティングの詳細：VM レベルのリソース アカウンティン
グの詳細。
◦ VM レベルのチャージバックの詳細：チャージバック機能と VM 使用率計算に適用でき
る課金です。
• エクスポート（Export）
◦ 月次リソース アカウンティングの詳細のエクスポート：これらのレポートは、表形式で
エクスポートできます。
◦ VM レベル リソース アカウンティングの詳細のエクスポート：これらのレポートは、
表形式でエクスポートできます。
◦ VM レベル チャージバックの詳細のエクスポート：チャージバック レポートは、表と
してエクスポートできます。

重要

グループまたは特定の仮想データセンター（VDC）用にこれらのレポートを生成できます。こ
れらのレポートには、仮想リソースおよび物理サーバに関する情報が含まれています。
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今月のサマリーの表示
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][チャージバック（Chargeback）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルからグループを選択します。

ステップ 3

[今月のサマリー（Current Month Summary）] タブを選択して、このグループに属するすべての VM と物理
サーバの今月のチャージバックの詳細を確認します。

前月のサマリーの表示
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][チャージバック（Chargeback）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルからグループを選択します。

ステップ 3

[前月のサマリー（Previous Month Summary）] タブを選択して、このグループに属するすべての VM と物
理サーバの前月のチャージバックの詳細を確認します。

月間リソース アカウンティング情報の表示
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][チャージバック（Chargeback）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、グループまたは仮想データセンター（VDC）を選択します。

ステップ 3

[リソースアカウンティング（Resource Accounting）] タブを選択します。
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VM レベルのリソース アカウンティングの詳細の表示
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][チャージバック（Chargeback）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、グループまたは仮想データセンター（VDC）を選択します。

ステップ 3

[リソース アカウンティングの詳細（Resource Accounting Details）] タブを選択して、各 VM リソースの使
用率の詳細を表示します。

VM レベルのチャージバックの詳細の表示
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][チャージバック（Chargeback）] > の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、グループまたは仮想データセンター（VDC）を選択します。

ステップ 3

[チャージバック（Chargeback）] タブを選択します。
テーブルに、選択したグループまたは VDC のチャージバック レポートが表示されます。
通常の VM チャージバック計算にタグベースのコスト モデルを含める必要があると指定した場合は、レ
ポートに [固定コスト（Fixed Costs）] 列が表示されます。この列には、タグ ベースのコスト モデルで示
したコストが取得されます。
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月間リソース アカウンティングの詳細のエクスポート
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][チャージバック（Chargeback）] > の順に選択します。

ステップ 2

[リソースアカウンティング（Resource Accounting）] タブを選択します。

ステップ 3

ツールバーの右側にある [レポートのエクスポート（Export Report）] アイコンをクリックします。[レポー
トのエクスポート（Export Report）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 4

ドロップダウン リストから [PDF]、[CSV]、または [XLS] のいずれかの形式を選択します。

ステップ 5

[レポートの生成（Generate Report）] をクリックします。
レポートが生成された後、[ダウンロード（Download）] オプションが表示されます。

ステップ 6

別のブラウザでレポートを開くには、[ダウンロード（Download）] をクリックします。
レポートが別のブラウザで開いた後、システムに保存することができます。

VM レベルのリソース アカウンティングの詳細のエクスポート
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][チャージバック（Chargeback）] > の順に選択します。

ステップ 2

[リソースアカウンティングの詳細（Resource Accounting Details）] タブを選択します。

ステップ 3

ツールバーの右側で、[レポートのエクスポート（Export Report）] アイコンをクリックします。[レポート
のエクスポート（Export Report）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 4

ドロップダウン リストから [PDF]、[CSV]、または [XLS] のいずれかの形式を選択します。

ステップ 5

[レポートの生成（Generate Report）] をクリックします。
レポートが生成された後、[ダウンロード（Download）] オプションが表示されます。

ステップ 6

別のブラウザでレポートを開くには、[ダウンロード（Download）] をクリックします。
レポートが別のブラウザで開いた後、システムに保存することができます。
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VM レベルのチャージバックの詳細のエクスポート
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][チャージバック（Chargeback）] > の順に選択します。

ステップ 2

[チャージバック（Chargeback）] タブを選択します。

ステップ 3

ツールバーの右側で、[レポートのエクスポート（Export Report）] アイコンをクリックします。[レポート
のエクスポート（Export Report）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 4

ドロップダウン リストから [PDF]、[CSV]、または [XLS] のいずれかの形式を選択します。

ステップ 5

[レポートの生成（Generate Report）] をクリックします。
レポートが生成された後、[ダウンロード（Download）] オプションが表示されます。

ステップ 6

別のブラウザでレポートを開くには、[ダウンロード（Download）] をクリックします。
レポートが別のブラウザで開いた後、システムに保存することができます。

変更レコードについて
変更管理データベース（CMDB）内の変更レコードを使用して、システムの変更を追跡および管
理できます。通常、これらのレコードは、VM 、サービス リクエスト、グループなどのあらゆる
リソースに対するイベント タイプ（ADD 、DELETE 、および MODIFY）を示します。
変更レコードには、リソース タイプ（VM）に関する情報（リソース名、変更タイプ、変更時刻、
説明など）が表示されます。VM のサイズを変更した際、変更レコードにサイズ変更されたリソー
スに関する情報が表示されます。これには元のリソースの規模とサイズ変更された値についての
情報が含まれます。この情報は、[Change Records] タブで表示できます。

変更レコードへのアクセス
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [統合（Integration）] の順に選択します。

ステップ 2

[レコードの変更（Change Records）] タブを選択します。
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チャージバックの計算
VM の総コストの計算には次のものが含まれます。
総コスト = アクティブな VM のコストまたは非アクティブな VM のコスト+一括での支払いのコ
スト+CPU のコスト+メモリ コスト+ディスク コスト+CPU 予約コスト+メモリ予約コスト+CPU 使
用コスト+CPU コアのコスト+メモリ使用コスト+受信ネットワーク使用コスト+転送ネットワーク
使用コスト+アプリケーション コスト
VM がタグに関連付けられていて、コスト モデルとタグベースのコスト モデルが VDC に関連付
けられている場合、チャージバック計算には次の要素が引き出されます。
• [通常のチャージバックにVMを含める（Include VM in Regular Chargeback）] チェック ボック
スがオフの場合は、タグベースのコストだけが計算されます。
総コスト - 固定コスト + 一括での支払いのコスト
• [通常のチャージバックにVMを含める（Include VM in Regular Chargeback）] チェック ボック
スをオンにすると、タグベースのコストと通常のチャージバック計算を含む総コストが計算
されます。
総コスト = アクティブな VM のコストまたは非アクティブな VM のコスト + 一括での支払い
のコスト + CPU コスト + メモリ コスト + ディスク コスト + CPU 予約済みコスト + メモリ予
約済みコスト + CPU 使用済みコスト + CPU コア コスト + メモリ使用済みコスト + 受信済み
ネットワークの使用済みコスト + 送信済みネットワークの使用済みコスト + アプリケーショ
ン コスト + 固定費

（注）

VM の一括での支払いのコストは、タグベースのコスト モデルで指定されたコストによって決
定されます。タグベースのコスト モデルで一括での支払いのコストを指定していない場合、
このコストは通常のコスト モデルから導き出されます。
物理サーバの総コストの計算には次のものが含まれます。
総コスト = 一括での支払いのコスト + CPU コスト + メモリ コスト + メモリ使用コスト + コミッ
ト済みディスクコスト + CPU コア コスト + フル ブレード コスト + ハーフ ブレード コスト。
VM のコスト計算は 1 時間単位でのみ実行されます。VM のコストを計算する他のオプションは
ありません。各リソースのコストはコスト モデルで定義されている値に基づいて計算されます。
コスト計算は次のコストに基づいています。
コスト

コストの説明

アクティブな VM のコスト

アクティブな VM のコストのコスト モデルで定
義されている値。

非アクティブな VM のコスト

非アクティブな VM のコストのコスト モデルで
定義されている値。
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コスト

コストの説明

一括での支払いのコスト

一括での支払いのコストのコスト モデルで定義
されている値。

CPU コスト

CPU 使用量（プロビジョニング済み） X プロ
ビジョニング済み CPU コストのコスト モデル
で定義されているコスト。CPU のチャージ ユ
ニットは GHz です。

メモリ コスト

メモリ使用量（プロビジョニング済み） X プロ
ビジョニング済みメモリ コストのコスト モデ
ルで定義されているコスト。メモリのチャージ
ユニットは GB です。

ディスク コスト

コミット済みストレージ X コスト モデルで定
義されているコミット済みストレージ コスト +
コミットされていないストレージ X コスト モ
デルで定義されているコミットされていないス
トレージのコストストレージのチャージ ユニッ
トは GB です。

CPU 予約コスト

予約済み CPU X 予約済み CPU コストのコスト
モデルで定義されているコスト。1

メモリ予約コスト

予約済みメモリ X 予約済みメモリ コストのコ
スト モデルで定義されているコスト。2

CPU 使用コスト

使用済み CPU X 使用済み CPU コストのコスト
モデルで定義されているコスト。1

CPU コア コスト

使用済み CPU コア X CPU コア コストのコスト
モデルで定義されているコスト。CPU のチャー
ジ ユニットはコアです。

メモリ使用コスト

使用済みメモリ X 使用済みメモリ コストのコ
スト モデルで定義されているコスト。2

受信ネットワーク使用コスト

受信ネットワーク使用率（KB）/（1024.0 X
1024.0） X 受信済みネットワーク データのコス
トのコスト モデルで定義されているコスト。
ネットワークのチャージ ユニットは GB です。

転送ネットワーク使用コスト

転送ネットワーク使用率（KB）/（1024.0 X
1024.0） X 転送済みネットワーク データのコス
トのコスト モデルで定義されているコスト。5
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コスト

コストの説明

アプリケーション コスト

アクティブな VM 時間 X アクティブな VM ア
プリケーション コストのカタログで定義されて
いるコスト+非アクティブな VM 時間 X 非アク
ティブな VM アプリケーション コストのカタロ
グで定義されているコスト。

フル レングス ブレード コスト

フル レングス ブレード サーバの 1 時間あたり
のコスト。このコストは、物理サーバのみに適
用されます。
これは、アプリケーション コンテナの一部であ
る物理サーバに対してのみ適用されます。

ハーフ レングス ブレード コスト

ハーフ レングス ブレード サーバの 1 時間あた
りのコスト。このコストは、物理サーバのみに
適用されます。
これは、アプリケーション コンテナの一部であ
る物理サーバに対してのみ適用されます。

固定コスト USD

VM について決定された、1 時間あたりの固定
コスト。
これは、VM の通常のコスト モデルに加えてタ
グベースのコスト モデルを含めることを指定し
た場合のみ適用されます。
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第

15

章

システムのモニタリングとレポート作成
この章は、次の項で構成されています。
• ダッシュボード, 337 ページ
• サマリー, 339 ページ
• インベントリ管理, 339 ページ
• リソース プール, 340 ページ
• クラスタ, 341 ページ
• イメージ, 341 ページ
• ホスト ノード, 343 ページ
• 仮想マシン（VM）, 343 ページ
• トポロジ, 344 ページ
• アセスメント, 345 ページ
• レポート, 345 ページ

ダッシュボード
Cisco UCS Director では、ユーザ インターフェイスにて、[ダッシュボード（Dashboard）] オプショ
ンを有効にすることができます。[ダッシュボード（Dashboard）] ページで重要もしくはアクセス
頻度の多いレポートのウィジェットを追加できます。[ダッシュボード（Dashboard）] オプション
を有効にすると、このウィンドウはユーザ インターフェイスからログインしたときに最初に表示
さます。
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ダッシュボードの有効化
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

ウィンドウの右上で、[管理者（admin）] をクリックします。

ステップ 2

[ダッシュボード（Dashboard）] タブを選択します。

ステップ 3

[ダッシュボードの有効化（Enable Dashboard）] チェック ボックスをオンにします。

ステップ 4

[適用（Apply）] をクリックします。

レポート ウィジェットの追加
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

表示するレポート タイプのタブを選択します。

ステップ 4

レポートの右上で下矢印をクリックします。

ステップ 5

[ダッシュボードに追加（Add to Dashboard）] を選択します。

ウィジェット データの更新
[ダッシュボード（Dashboard）] オプションを有効にすると、このページのウィジェットに更新間
隔を設定できるようになります。自動更新は最低 5 分から最大 60 分間隔で発生します。
間隔を設定するには、ダッシュボードの [自動更新（Automatic Refresh）] ボタンを [オン（ON）]
に設定する必要があります。
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サマリー
[サマリー（Summary）] ウィンドウでシステム インベントリを管理することができます。このウィ
ンドウではさまざまな表、図、およびマップレポートを利用できるほか、インベントリライフサ
イクル活動の管理に役立ちます。
各レポートは、ウィジェットとして表示されます。レポートを表示しないようにカスタマイズで
きます。

仮想マシン、クラウド、およびシステムのサマリー情報

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

[サマリー（Summary）] タブを選択します。
すべての情報がテーブル、グラフ、チャートの形式で表示されます。

サマリー レポート ウィジェットのカスタマイズ

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

[サマリー（Summary）] タブを選択します。

ステップ 3

[カスタマイズ（Customize）] アイコンをクリックして、使用可能なレポート ウィジェットを起動します。

ステップ 4

ウィジェットを、[ダッシュボード（Dashboard）] にクリック アンド ドラッグします。

ステップ 5

レポートをダブルクリックしてビューを拡大するか、またはレポートの右上をクリックして、[ビューの
展開（Expand View）] を選択します。

ステップ 6

スライド バーを使用して、[ダッシュボード（Dashboard）] に表示されるレポートのサイズを調整します。

インベントリ管理
[ダッシュボード（Dashboard）] を使用して、システム インベントリをモニタできます。[ダッシュ
ボード（Dashboard）] には、管理運営に対するシステム全体のレベルのインフラストラクチャ情
報が表示されます。
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システム インベントリの詳細情報へのアクセス

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

詳細情報を表示するタブを選択します。
各クラウド用に表示されるタブの一覧は次の通りです。
• サマリー
• ポーリング
• VDC
• クラスタ
• ホスト ノード
• リソース プール
• VM
• VM アクション リクエスト
• イベント
• アセスメント
• アプリケーション カテゴリ
• データセンター
• SRM サイト

リソース プール
[リソースプール（Resource Pools）] タブにはホスト ノード レベルでのリソースの詳細が表示され
ます。これらの詳細には、CPU 設定予約、CPU 制限値、使用済み CPU、使用済みメモリが含まれ
ます。
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リソースの詳細情報へのアクセス

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、クラウドの名前を選択するか、[すべてのクラウド（All Clouds）] を選択します。

ステップ 3

[リソースプール（Resource Pools）] タブを選択します。
選択されたクラウドのリソース プールがすべて表示されます。リソース プールを選択するか、[詳細の表
示（View Details）] をクリックし各リソース プールの詳細情報を表示できます。

クラスタ
ポッドがクラスタを含む場合、[クラスタ（Clusters）] タブには、すべてのクラスタ関連情報が表
示されます。

クラスタへのアクセス

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルの [すべてのクラウド（All Clouds）] を選択するか、特定のクラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[クラスタ（Clusters）] タブを選択します。
選択したクラウド アカウントで使用可能な全てのクラスタが表示されます。特定のクラスタの選択して
、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

イメージ
[イメージ（Images）] タブには、使用可能なすべてのイメージ ID、およびその詳細が表示されま
す。これらのイメージにはゲスト OS、CPU、メモリ、およびプロビジョニングされているスト
レージが含まれます。これらのイメージ ID を使用して、新しい仮想マシン（VM）をプロビジョ
ニングできます。自身がグループ管理者またはMSP管理者の場合は、グループに割り当てられて
いるイメージがこの [イメージ（Images）] タブ上に表示されます。
特定の VMware クラウド アカウントを選択し、[イメージ（Images）] タブを選択すると、イメー
ジをグループまたはユーザに割り当てることができます。特定のグループまたはユーザに割り当
てられたイメージがそのグループの管理者がシステムにログインした際に表示されます。
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イメージへのアクセス

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから [すべてのクラウド（All Clouds）] を選択するか、特定のクラウド アカウントを選択し
ます。

ステップ 3

[イメージ（Images）] タブを選択します。
選択したクラウドの関連イメージのリストが表示されます。特定のイメージを選択して、[詳細の表示
（View Details）] をクリックします。

ユーザまたはグループへの VM イメージの割り当て
管理者として、ユーザまたはグループに特定の VM イメージを割り当てることができます。カタ
ログの作成などの VM のプロビジョニング タスクを実行したときに表示されるイメージがフィル
タが割り当てられます。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

VMware クラウドを選択し、[イメージ（Images）] タブを選択します。

ステップ 3

テーブルからイメージを選択します。

ステップ 4

[グループへのイメージの割り当て（Assign Image to Group）] をクリックします。

ステップ 5

イメージをグループに割り当てるには、[グループへのイメージの割り当て（Assign Image to Group）] ダイ
アログ ボックス内で、[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 6

個々のユーザ のイメージを割り当てるには、[グループへのイメージの割り当て（Assign Image to Group）]
ダイアログ ボックスの次のフィールドに入力します:
名前

説明

[ユーザに割り当て（Assign to Users）] チェック ボッ 特定のユーザにイメージに割り当てるには、チェッ
クス
ク ボックスをオンにします。
[ユーザ（User）] フィールド

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
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ホスト ノード
[ホスト ノード（Host Nodes）] タブには、インフラストラクチャで使用できるすべての物理ホス
ト ノードが表示されます。タブは、インストールされている ESX/ESXi バージョン、アクティブ
な VM 、電源の状態などの詳細情報を表示します。

ホスト ノードへのアクセス
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

[ホスト ノード（Host Nodes）] タブを選択します。

ステップ 3

ツールバーのドロップダウン リストから、[レポート（Report）] タイプを選択します。

仮想マシン（VM）
[VM] タブには、選択したクラウドのすべての VM と各 VM の詳細が表示されます。

VM へのアクセス
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

[VM] タブを選択します。
すべてのクラウド アカウントのすべての仮想マシンが表示されます。VM クライアントの起動または VM
の電源オフなどの VM の追加タスクを実行できます。詳細については、VM アクションの管理, （352 ペー
ジ）を参照してください。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
343

システムのモニタリングとレポート作成
グループ レベル VM へのアクセス

グループ レベル VM へのアクセス
ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）][仮想リソース（Virtual Resources）] > [ を選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、グループを選択し、[VM] タブを選択します。
選択済みグループのすべての仮想マシンが表示されます。VM クライアントの起動または VM の電源オフ
などの VM の追加タスクを実行できます。詳細については、VM アクションの管理, （352 ページ）を参照
してください。

トポロジ
[トポロジ（Topology）] タブには VMware クラウド トポロジが表示されます。表示モード タイプ
には、[階層（Hierarchical）]、[同心（Concentric）]、[円形（Circular）]、および [強制の実行（Force
Directed）] の 4 つがあります。表示モードによって、項目のスペース設定、距離、半径、厳密性、
および強制距離を調整できます。

トポロジ タイプへのアクセス
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[トポロジ（Topology）] タブを選択します。

ステップ 4

トポロジ タイプ（[Hostnode データストア トポロジ（Hostnode-Datastore Topology）]） または [Hostnode
VM トポロジ（Hostnode-VM Topology）] のいずれか）を選択します。

ステップ 5

ツールバーで [接続の表示（View Connectivity）] ボタンをクリックします。トポロジが新しいウィンドウ
に表示されます。
（注）
すべてのトポロジ タイプが表示されるわけではありませ
ん。
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アセスメント
[アセスメント（Assessment）] タブには、アセスメント レポート（クラウド対応状況、仮想化の
ベスト プラクティス、パフォーマンス最適化、容量、電源最適化など）が表示されます。

評価へのアクセス
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[評価（Assessment）] タブを選択します。

ステップ 4

[レポート（Report）] ドロップダウン リストから、レポート タイプを選択します。

レポート
Cisco UCS Director は、仮想インフラストラクチャおよびシステム リソースをモニタすることがで
きます。これらはシステムのパフォーマンスに関する情報を提供するさまざまなレポートを表示
します。
以下にレポートのタイプを示します。
• システム情報に関する表形式のレポート。概要、ホスト ノード、新しい VM、および削除さ
れた VM が含まれます。
• 棒グラフおよび円グラフによる比較。アクティブな VM と非アクティブな VM、プロビジョ
ニングされた CPU とキャパシティの比較などが表示されます。
• システム リソースに関するトレンド グラフ。CPU のトレンド、メモリのトレンド、VM の
追加および削除などが含まれます。
• その他のレポートには、グループ、VDC、ホスト ノード、および VM レベルの上位 5 つのレ
ポートがあります。上位 5 つのレポートは、VM の数が最も多いグループ、CPU 使用率が最
大のグループ、VM の数が最も多い VDC、CPU 使用率が最大のホスト ノードなどです。
• マップ レポートは、ヒート マップまたは色分けされたマップの形式でシステム リソース情
報を表示します。
特定のアカウント（たとえば KVM アカウントなど）について、追加の傾向レポートを利用する
こともできます。傾向レポートには、選択した期間内のデータが表示されます。
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レポートへのアクセス

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のパネルから、クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

レポートのタイプ（[マップ（Map）]、[ 上位 5（Top 5）]、[その他のレポート（More Reports）]）のタブ
を選択します。
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章

ライフサイクルの管理
この章は、次の項で構成されています。
• VM の電源設定の管理, 347 ページ
• VM スナップショットの管理, 348 ページ
• 仮想マシンのリース時間の設定, 352 ページ
• VM アクションの管理, 352 ページ
• VM へのタグの適用, 377 ページ

VM の電源設定の管理
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

仮想マシン（VM）アクションを実行するには、[VM] タブを選択します。

ステップ 4

アクションを選択すると、[VM タスク（VM Task dialog）] ダイアログ ボックスが表示されます。
名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィールド（表示専用）

アクションの実行対象である VM の名前。

[電源オフ（Power Off）] フィールド（表示専用）

VM の電源をオフにするタスク。

[電源オン（Power On）] フィールド（表示専用）

VM の電源をオンにするタスク。

[一時停止（Suspend）] フィールド（表示専用）

VM を一時停止状態にするタスク。
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名前

説明

[ゲストのシャットダウン（Shutdown Guest）] フィー VM でゲスト OS をシャット ダウンするタスク。
ルド（表示専用）
[スタンバイ（Standby）] フィールド（表示専用）

VM をスタンバイ状態にするタスク。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートされて
いません。

[リセット（Reset ）] フィールド（表示専用）

VM のハード リセットを実行するタスク。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートされて
いません。

[リブート（Reboot）] フィールド（表示専用）

VM のソフト リブートを実行するタスク。
（注）
RHEV KVM コネクタではサポートされて
いません。

[コメント（Comments）] フィールド

VM を特定するために、コメントを入力します。

[アクションのスケジュール設定（Schedule Action）] 特定の日時に、後でまたは今すぐ VM の電源をオン
オプション ボタン
にするタスク。

ステップ 5

[続行（Proceed）] をクリックします。

VM スナップショットの管理
この手順では、次のタスクが含まれています。
• スナップショットの作成：すべての VM リソースの現在の状態のスナップショットを作成で
きます。
• スナップショットへの復帰：VM がクラッシュや誤作動（例えば OS が破損）した場合、VM
の最新スナップショットへ復帰することができます。VM のスナップショットが複数ある場
合、特定のスナップショットに戻すことができます。
• ゴールド スナップショットとしてマーク付け：VM の特定のスナップショットをゴールド ス
ナップショットとしてマークできます。この機能は、そのスナップショットが誤って削除さ
れないよう保護します。
• スナップショットの削除：必要に応じてスナップショットを削除できます。ゴールデン ス
ナップショットは、削除する前にマークを解除する必要があります。
• すべてのスナップショットの削除：VM のすべてのスナップショットを削除できます。ただ
し、ゴールド スナップショットを含む場合、すべてのスナップショットの削除はできませ
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ん。先にゴールド スナップショットのマークを外してから、すべてのスナップショットの削
除を実行してください。

VM スナップショットの作成
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側に表示される下矢印オプションをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[スナップショットの作成（Create Snapshot）] を選択します。

ステップ 6

[仮想マシンのスナップショットの作成（Create Virtual Machine Snapshot）] 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

[スナップショット名（Snapshot Name）] フィール
ド

スナップショットの名前。

[スナップショットの説明（Snapshot Description）]
フィールド

スナップショットの説明。

[スナップショットメモリ（Snapshot Memory）]
チェック ボックス

スナップショットの VM のメモリを組み込む場合に
このチェック ボックスをオンにします。

[ゲストのファイルシステムを休止（Quiesce Guest
File System）] チェック ボックス

休止モードでスナップショットを作成する場合は、
このチェック ボックスをオンにします。
（注）

ステップ 7

ファイル システムを休止すると、物理ま
たは仮想マシンのディスク上のデータが
バックアップに適した状態になります。
このプロセスには、オペレーティング シ
ステムのメモリ内キャッシュから、ディ
スクまたはその他の高レベルのアプリケー
ション固有のタスクにバッファをフラッ
シュするなどのアクションが含まれる場
合があります。このオプションを使用す
るには、VMware ツールを VM にインス
トールする必要があります。

[続行（Proceed）] をクリックします。
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スナップショットへの復帰
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[スナップショットの復帰（Revert Snapshot）] を選択します。

ステップ 6

[スナップショットタスクの復帰（Revert Snapshot Task）] ダイアログ ボックスで、スナップショット名の
隣にあるチェック ボックスをオンにしてリストからスナップショットを選択します。

ステップ 7

[続行（Proceed）] をクリックします。

ゴールデン スナップショットのマーキング

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側に表示される下矢印オプションをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[ゴールデンスナップショットのマーキング（Mark Golden Snapshot）] を選
択します。

ステップ 6

[ゴールデン スナップショット タスクのマーキング（Mark Golden Snapshot Task）] ダイアログ ボックス
で、目的のスナップショット名の横にあるチェック ボックスをオンにします。

ステップ 7

[ゴールデンスナップショットとしてマーキング（Mark as Golden Snapshot）] チェック ボックスをオンに
します。

ステップ 8

[続行（Proceed）] をクリックします。
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スナップショットの削除

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側に表示される下矢印オプションをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから [スナップショットの削除（Delete Snapshot）] を選択します。

ステップ 6

[スナップショット タスクの削除（Delete Snapshot Task）] ダイアログ ボックスで、目的のスナップショッ
ト名の横にあるチェック ボックスをオンにします。

ステップ 7

選択したスナップショットの子のスナップショットを削除するには、[子の削除（Delete Children）] チェッ
ク ボックスをオンにします。

ステップ 8

[続行（Proceed）] をクリックします。

すべてのスナップショットの削除

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側に表示される下矢印オプションをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから [すべてのスナップショットの削除（Delete All Snapshots）] を選択します。

ステップ 6

[VMスナップショットタスク（VM Snapshot Task）] ダイアログ ボックスに、任意でコメントを入力しま
す。

ステップ 7

[続行（Proceed）] をクリックします。
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仮想マシンのリース時間の設定
ユーザは、選択した仮想マシン（VM）のリース有効時間を設定できます。リース時間が期限切れ
になると、VM の電源はオフになります。リース時間の終了は、カレンダーの選択です。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択します。

ステップ 5

ツールバーで、[リース時間の設定（Configure Lease Time）] ボタンをクリックします。

ステップ 6

[リース時間の設定（Configure Lease Time）] ダイアログ ボックスで、[リース時間の設定（Set Lease Time）]
チェック ボックスをオンにします。次のフィールドに入力します。
名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィールド

VM の作成時に指定された名前。
一度入力した後、VM の名前は編集できません。

[リース日時（Lease Date）] のカレンダー、ドロッ VM のリースの日時。日付のカレンダー、時刻（時
プダウン リスト、オプション ボタン
間および分）のドロップダウン リスト、AM と PM
のオプション ボタンがあります。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

VM アクションの管理
VM を作成した後、ユーザ インターフェイスで使用可能なメニューを使用して、追加タスクを行
うことができます。これらのメニューは、次のいずれかの方法でアクセスできます。
• 一部のオプションのリストを表示するには、VM を右クリックします。
• VM を選択し、ツールバーの下矢印のオプションをクリックするとオプションの全一覧を表
示できます。
他の VM アクションには次のものがあります。
• VM の詳細を表示：個別の VM にアクセスして、サマリー レポート、vNIC、ディスク、ス
ナップショットなどの詳細を表示できます。
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• スタック ビュー：OS 、ハイパーバイザ、インフラストラクチャ情報など、特定の VM につ
いてさまざまな情報を参照できます。
• VM の削除：リストから VM を削除できます。電源がオフになっている VM のみ削除できま
す。
• VM ディスクの作成：カスタム サイズの追加ディスクを VM に追加できます。
• VM ディスクの削除：ディスクを削除できます。
• vNIC の追加：VM に複数の vNIC を追加できます。また、VM 内で vNIC を追加、または交
換するオプションもあります。vNIC のオプションは、VM に関連付けられた VDC にマップ
されているネットワーク ポリシーによって異なります。
• VM クライアントの起動：Web アクセス、リモート デスクトップ、または VNC コンソール
のいずれかのプリファレンスを VM へ設定できます。
• VM の割り当て：VM をグループまたは VDC に割り当てたり、VM のカテゴリを変更したり
できます。VM のプロビジョニング時間、終了時間、およびラベルを設定できます。
• VM クレデンシャルにアクセス：VM のログイン クレデンシャルが Web またはリモートのデ
スクトップ アクセスに対して設定されており、管理者が、その VM がプロビジョニングされ
ているカタログ内の権限を提供している場合のみ、VM のログイン クレデンシャルにアクセ
スできます。
• VM のインベントリ収集のリクエスト：1 つの VM を選択し、オンデマンドのインベントリ
収集をリクエストできます。
• VNC のテスト：トラブルシューティングを目的として、VNC の接続をテストします。
• 複製：同じ、または類似のクオリティを持つ新しい VM を作成するために、既存の VM を複
製したり、コピーを作成したりできます。
• VM を VDC に移動：VM を VDC に移動して、VDC システム ポリシー規則が VM 内で適用
されるようにすることができます。
• VM 再同期：VM を Cisco UCS Director と定期的に再同期させる時間（分）を設定することが
できます。

VM の詳細の表示
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

リストから VM を選択します。

ステップ 5

ツールバーで、[詳細の表示（View Details）] ボタンをクリックします。
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VM のサイズ変更
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側に表示される下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから [VM のサイズ変更（Resize VM）] を選択します。

ステップ 6

[VM のサイズ変更（Resize VM）] 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

[VM 名（VM Name）] フィール 選択した VM の名前。
ド
[現在の割り当てCPU（Current
Allocated CPU）] フィールド

VM によって使用中の割り当て済み CPU の数。

[現在の割り当てメモリ(GB)
（Current Allocated Memory
(GB)）] フィールド

VM に割り当てられているメモリ容量。

[新しいCPU数（New CPU
必要な CPU を選択します。
Count）] ドロップダウン リスト
[新しいメモリ（New Memory）] メモリ容量を選択します。
ドロップダウン リスト
[現在のCPUコスト(通貨: USD)
（Current CPU Cost (Currency:
USD)）] フィールド

1 時間あたりの現在の CPU コストを表示します。
この値は、VM に現在割り当てられている CPU に基づいて計算されま
す。

[現在のメモリコスト(通貨: USD) 1 時間あたりの現在のメモリ コストを表示します。
（Current Memory Cost (Currency: この値は、VM に現在割り当てられているメモリに基づいて計算され
USD)）] フィールド
ます。
[新規CPUコスト(通貨: USD)
（New CPU Cost (Currency:
USD)）] フィールド

VM に指定された CPU の数に基づいて 1 時間あたりの CPU コストが
表示されます。
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ステップ 7

名前

説明

新規メモリコスト(通貨: USD)
（New Memory Cost (Currency:
USD)）

VM に指定されたメモリに基づいて 1 時間あたりのメモリ コストが表
示されます。

[サイズ変更（Resize）] をクリックします。

スタック ビューオプションの使用

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

ツールバーで、[スタックビュー（Stack View）] ボタンをクリックします。

VM ディスクの作成
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

ナビゲーションのペインで、クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ツールバーの右側にある矢印ボタンをクリックし、[VM ディスクの作成（Create VM Disk）] ドロップダ
ウン リストを選択します。

ステップ 6

[VM ディスクの作成（Create VM Disk）] 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

[VM 名（VM Name）] フィールド

VM の名前。
一度入力すると、VM の名前は編集できません。

[新しいディスクサイズ(GB)（New Disk Size (GB)）] VM のディスク サイズ（GB 単位）。
フィールド
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名前

説明

[ディスクタイプの選択（Select Disk Type）] ドロッ ディスク タイプを選択します。次のいずれかを設
プダウン リスト
定できます。
• システム
• 切替
• データ
• データベース
• ログ
[データストア/データストア クラスタの選択（Select VM のディスクがデータストアまたはデータストア
Datastore/Datastore Cluster）] ドロップダウン リスト クラスタから作成されている場合に指定します。
[データストアの選択（Select Datastore）] フィール [選択（Select）] をクリックして、VM ディスクの
ド
作成に使用するデータストアを選択します。
使用可能なデータストアは VDC に関連付
けられたストレージ ポリシーによって異
なります。ストレージ ポリシーで指定さ
れた条件に合ったデータストアのみ VM
ディスクに使用できます。
このフィールドは、VM のディスクをデータストア
から作成するように指定している場合にのみ使用で
きます。
（注）

[データストア クラスタの選択（Select Datastore
Cluster）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、VM ディスクの
作成に使用するデータストア クラスタを選択しま
す。
使用可能なデータストア クラスタは VDC
に関連付けられたストレージ ポリシーに
よって異なります。ストレージ ポリシー
で指定された条件に合ったデータストア
クラスタのみ VM ディスクに使用できま
す。
このフィールドは、VM のディスクをデータストア
クラスタから作成するように指定している場合にの
み使用できます。
（注）
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名前

説明

[Thin プロビジョニング（Thin Provision）] チェック VM にシン プロビジョニングされたディスクを追加
ボックス
する場合に、このチェック ボックスをオンにしま
す。
（注）

[新規ディスクコストの計算（Compute New Disk
Cost）] フィールド

ステップ 7

シン プロビジョニングは、物理ストレー
ジ容量の動的割り当てをイネーブルにし、
VM ストレージの使用率が向上します。

このオプションでは、VM ディスクに指定したデー
タストアと新しいディスクサイズに基づいて、ディ
スクのコストが 1 時間ごとに計算されて表示されま
す。

[作成（Create）] をクリックします。

VM ディスクのサイズ変更
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[VMディスクのサイズ変更（Resize VM Disk）] を選択します。

ステップ 6

[VM ディスクのサイズ変更（Resize VM Disk）] 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

[VM 名（VM Name）] フィールド

VM の名前。
この名前は編集できません。

[ディスクの選択（Select Disk）] ドロップダウン リ ドロップダウン リストから VM ディスクを選択し
スト
ます。
[プロビジョニング済総容量(GB)（Total Provisioned VM 上のプロビジョニング容量の合計を表示しま
(GB)）] フィールド
す。
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名前

説明

[新しいサイズ(GB)（New Size (GB)）] フィールド

VM の新しいサイズ。新しいディスク サイズはプロ
ビジョニング サイズの合計より大きい必要があり
ます。

[現在のディスクコスト(通貨: USD)（Current Disk
Cost (Currency: USD)）] フィールド

1 時間あたりの現在のディスク コストを表示しま
す。

[新規ディスクコストの計算（Compute New Disk
Cost）] フィールド

このオプションは、指定した新しいディスク サイ
ズに基づいて、1 時間ごとにディスク コストを計算
します。

[新しいディスクコスト(通貨: USD)（New Disk Cost VM に指定された新しいディスク サイズの 1 時間あ
(Currency: USD)）] フィールド
たりのディスク コストを表示します。

ステップ 7

[サイズ変更（Resize）] をクリックします。

Cisco UCS Director での VM のロック
Cisco UCS Director 管理者として、ロックする VM のリストを作成できます。VM のロックは、指
定した VM 上での実行を防止するアクションのことを意味します。これらのアクションはシャッ
トダウン、リセット、電源オフを実行できます。

ステップ 1

次のように VMControls.xml の名前の XML ファイルを作成します。
<VMControlList>
--<VMControl>
<ControlType>lock</ControlType>
<MatchType>VM-IPAddress</MatchType>
<MatchValue>19.19.19.19</MatchValue>
<IsRegex>false</IsRegex>
<ContactEmail>admin@admin.com</ContactEmail>
--<Label>
Do not shutdown or delete my machine.
--</Label>
--</VMControl>
--<VMControl>
<ControlType>lock</ControlType>
<MatchType>VM-IPAddress</MatchType>
<MatchValue>19.29.29.29*</MatchValue>
<IsRegex>true</IsRegex>
<ContactEmail>admin@admin.com</ContactEmail>
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--<Label>
Do not shutdown or delete this machine.
--</Label>
--</VMControl>
</VMControlList>

ステップ 2

システムからアクセスできる実行中のファイルをサーバ上にホストします Cisco UCS Director。

ステップ 3

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 4

[システムパラメータ（System Parameters）] タブを選択します。

ステップ 5

[URL から VM ロックのコントロールをダウンロードする（Download VM Locking Controls From URL）]
フィールドで、XML ファイルの URL を入力します。
URL は次のように表示されます。<ip_address>:8000/VMControls.xml

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

[システム タスク（System Tasks）] タブを選択します。

ステップ 8

[VM コントロール リスト ポーラー タスク（VM Control List Poller Task）] を検索し、選択します。

ステップ 9

[今すぐ実行（Run Now）] をクリックします。
このシステム タスクは VMControls.xml ファイルをダウンロードし、インベントリ データベースに保
存します。このシステム タスクの実行後に、電源投入またはシャットダウンなどの操作を行うと、XML
ファイルで指定された IP アドレスに一致する VM を実行できなくなります。

vNIC の追加
（注）

vNIC VM を追加するときには、[ポート グループ名（Port Group Name）] の値と [アダプタのタ
イプ（Adapter Type）] のパラメータが変更されます。VM の IP アドレスは、選択されたポー
ト グループで DHCP が有効な場合にのみ変更されます。ただし、IP アドレスがスタティック
プール ポリシーから供給されている場合は変更されません。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[vNICの追加（Add vNICs）] を選択します。

ステップ 6

[VM vNICの追加（Add VM vNICS）] ウィンドウの [操作（Operation）] ドロップダウン リストから [追加
（Add）] を選択します。
ネットワーク ポリシーに設定された vNIC の追加制限を超える場合、この追加作業は許可されません。
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ステップ 7

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 8

[VM ネットワークへのエントリの追加（Add Entry to VM Networks）] 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

[NIC エイリアス（NIC Alias）] ドロップダウン リ
スト

リストから NIC エイリアスを選択します。

[ポートグループタイプ（Port Group Type）] ドロッ リストからポート グループを選択します。
プダウン リスト（表示専用）
[ポートグループ名（Port Group Name）] ドロップダ リストからポート グループ名を選択します。
ウン リスト
[アダプタのタイプ（Adapter Type）] 表示専用ドロッ アダプタ タイプを選択します。
プダウン リスト
この項目が選択可能であるのは、ネットワーク ポ
リシーでこの NIC エイリアスに対して [テンプレー
トからのアダプタのタイプのコピー（Copy Adapter
Type from Template）] が選択されていない場合に限
られます。
[DHCP] チェック ボックス

このフィールドをオンにすると、IP は DHCP を使
用して割り当てられます。

[静的IPプール（Static IP Pool）] フィールド

固定 IP アドレス プール。

[ネットワークマスク（Network Mask）] フィールド ネットワーク マスク。
[ゲートウェイ IP アドレス（Gateway IP Address）]
フィールド

（注）

ゲートウェイ IP アドレス。

[NIC エイリアス（NIC Alias）]、[ポート グループ名（Port Group Name）]、[アダプタのタイプ
（Adapter Type）]、[DHCP]、および [スタティック IP プール（Static IP Pool）] の各選択項目は、
VM（VM の VDC）に関連付けられたネットワーク ポリシーの設定によって異なります。複数
の NIC ネットワーク ポリシーの詳細については、ポリシーの管理, （187 ページ）を参照してく
ださい。
このアクションを実行するために VM の電源がオフになります。アクションが完了すると、VM
の電源がアップになります。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。
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vNIC の置換
（注）

vNIC VM を置き換えるときには、[ポート グループ名（Port Group Name）] の値と [アダプタの
タイプ（Adapter Type）] のパラメータが変更されます。VM の IP アドレスは、選択されたポー
ト グループで DHCP が有効な場合にのみ変更されます。ただし、IP アドレスがスタティック
プール ポリシーから供給されている場合は変更されません。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[vNICの追加（Add vNICs）] を選択します。

ステップ 6

[VM vNICの追加（Add VM vNICS）] ウィンドウで、[操作（Operation）] ドロップダウン リストから [置
換（Replace）] を選択します。
ネットワーク ポリシーに設定された vNIC の追加制限を超える場合、この置き換え作業は許可されませ
ん。

ステップ 7

vNIC を選択します。

ステップ 8

[vNICの追加（Add vNIC）] 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

[NIC エイリアス（NIC Alias）] ドロップダウン リ
スト

NIC エイリアスを選択します。
ネットワーク ポリシーに設定された vNIC のみが表
示されます。

[ポートグループ名（Port Group Name）] ドロップダ リストからポート グループ名を選択します。
ウン リスト
[アダプタのタイプ（Adapter Type）] 表示専用ドロッ アダプタ タイプを選択します。
プダウン リスト
これを選択できるのは、ネットワーク ポリシーで
[テンプレートからのアダプタのタイプのコピー
（Copy Adapter Type from Template）] が選択されて
いない NIC エイリアスを選択した場合のみです。
[DHCP] チェック ボックス

DHCP を使用して割り当てられた IP が必要な場合
は、このチェック ボックスをオンにします。

[静的IPプール（Static IP Pool）] フィールド

固定 IP アドレス プール。
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名前

説明

[ネットワークマスク（Network Mask）] フィールド ネットワーク マスク。
[ゲートウェイ IP アドレス（Gateway IP Address）]
フィールド

ステップ 9

ゲートウェイ IP アドレス。

[送信（Submit）] をクリックします。
（注）
このアクションを実行するために VM の電源がオフになります。アクションが完了すると、VM
の電源が投入されます。[置換（Replace）] タスクは、VM から既存の vNIC をすべて削除し、追
加された vNIC に置き換えます。
[NIC エイリアス（NIC Alias）]、[ポート グループ名（Port Group Name）]、[アダプタのタイプ
（Adapter Type）]、[DHCP]、および [スタティック IP プール（Static IP Pool）] の各選択項目
は、VM（VM の VDC）に関連付けられたネットワーク ポリシーの設定によって異なります。
複数の NIC ネットワーク ポリシーの詳細については、ポリシーの管理, （187 ページ）を参照し
てください。

VM クライアントの起動
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

リストから VM を選択します。

ステップ 5

ツールバーで、[VMクライアントの起動（Launch VM Client）] を選択します。

ステップ 6

[VMクライアントの起動（Launch Client）] ダイアログ ボックスで、VM クライアントのアクセス方式を
選択します。
Cisco UCS Director を使用して VM をプロビジョニングする場合、このダイアログ ボックスには、VM の
プロビジョニングに使用され、カタログ オプションで有効に定義された、アクセス スキームが表示され
ます。
検出された VM では、[リモート デスクトップ（Remote Desktop）]、[ウェブ アクセス（Web Access）]、
[VMRC コンソール（ブラウザ プラグ イン）（VMRC Console（Browser Plug-in））]、[VMRC コンソール
（標準プラグ イン）（VMRC Console（Standalone Plug-in））] のオプションが表示されます。[VNCコン
ソール（VNC Console）] オプションは、VM で [VNCコンソールの設定（Configure VNC Console）] オプ
ションを選択した場合のみ表示されます。

ステップ 7

[続行（Proceed）] をクリックします。
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VM の VNC コンソールの有効化
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[VNCの設定（Configure VNC）] を選択します。

ステップ 6

[VNC の設定（Configure VNC）] ダイアログ ボックスで、ドロップダウンからキーボード マッピングの言
語を選択します。
• フランス語（スイス）
• 日本語
• 英語（米国）
• イタリア語
• アイスランド語
• 英語（英国）
• フランス語（ベルギー）
• ドイツ語（スイス）
• ドイツ語
• スペイン語
• ノルウェー語
• フィンランド語
• ポーランド語

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
システムは、要求が送信されると、VM への VNC コンソール アクセスを自動的に設定します。
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VNC クライアントを使用した VM コンソールへのアクセス
VNC クライアントは、VM コンソールにアクセスできる Ajax ベースのアプリケーションです。コ
ンソール ウィンドウは、あらゆるスタンドアロン Web ブラウザを使用して起動できます。専用の
ブラウザ プラグインを必要とせず、包括的な VM コントロール機能を備えています。ただし、
VNC コンソールを起動するには、ブラウザのポップアップ ブロッカーを無効にする必要がありま
す。

（注）

VM へのアクセスが https プロトコルによって保護されると、VNC コンソールは、Internet
Explorer では起動しません。https プロトコルによって保護される VM にアクセスするには、
VNC コンソールを起動するために Chrome、Firefox ブラウザを使用してください。

はじめる前に
• VM コンソールへの VNC アクセス用に ESX/ESXi サーバを設定する必要があります。その実
行方法については、VM コンソールへの VNC アクセスのための ESX/ESXi サーバの設定, （
365 ページ） を参照してください。
• Cisco UCS Director では、VNC クライアントを使用した、VM コンソール アクセスの自動設
定を可能にします。設定するには、Cisco UCS Director アプライアンスに対して ESX/ESXi
サーバのポート番号を 5901 ～ 6000 まで開く必要があります。
• Cisco UCS Director 管理シェルを使用して、自己署名証明書または CA 証明書をインポートし
ます。証明書のインポートによって、VNC クライアントを使用した VM コンソールに安全に
アクセスできるようになります。証明書のインポートの詳細については、次のリンクの『Cisco
UCS Director Shell Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-director/
products-maintenance-guides-list.html
• ブラウザのポップアップ ブロッカーを無効にします。
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（注）

ESX 4.x および ESXi 5.x バージョンの VMware では、VNC クライアントを使用した VM コン
ソールのアクセス設定が可能です。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

リストから VM を選択します。

ステップ 5

ツールバーで、[VMクライアントの起動（Launch VM Client）] を選択します。

ステップ 6

[クライアントの起動（Launch Client）] ダイアログ ボックスで、アクセス スキーマとして [VNCコンソー
ル（VNC Console）] を選択します。
（注）
この VM をカタログを使用して導入すると、VM 用に表示されるアクセス スキームは、カタロ
グの作成中に指定したスキームになります。

ステップ 7

[続行（Proceed）] をクリックします。
ヒント
画面が空白の場合は、黒い領域をクリックし、Enter キーを押しま
す。

VM コンソールへの VNC アクセスのための ESX/ESXi サーバの設定
VM コンソールへの VNC アクセスの設定は、バージョン ESX 4.x および ESXi 5.x の VMware でサ
ポートされています。

ステップ 1

ESXi5.x ホストにログインします。

ステップ 2

シェルを使用して、ファイアウォール設定を無効にします。

ステップ 3

次の XML 設定をコピーして vnc.xml ファイルに貼り付けます。
# cat /etc/vmware/firewall/vnc.xml
<!-- Firewall configuration information for VNC -->
<ConfigRoot>
<service>
<id>VNC</id>
<rule id='0000'>
<direction>inbound</direction>
<protocol>tcp</protocol>
<porttype>dst</porttype>
<port>
<begin>5901</begin>
<end>6000</end>
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</port>
</rule>
<rule id='0001'>
<direction>outbound</direction>
<protocol>tcp</protocol>
<porttype>dst</porttype>
<port>
<begin>0</begin>
<end>65535</end>
</port>
</rule>
<enabled>true</enabled>
<required>false</required>
</service>
</ConfigRoot>

（注）

ステップ 4

この vnc.xml ファイルは、VNC がホストに対して有効になっている場合に使用できます。こ
のファイルを使用できない場合は、vnc.xml ファイルを作成し、この手順に記載されている設
定行を追加してファイルを保存します。

ファイアウォール ルールを更新し、新しい設定が正確にロードされたことを確認します。
~ # esxcli network firewall refresh
~ # esxcli network firewall ruleset list | grep VNC
VNC
true #****************************************

ステップ 5

ESXi クラスタのすべての ESXi ホストでこの手順を繰り返します。

VM の割り当て
ユーザ グループにはリソースまたは VM を割り当てることができます。リソースまたは VM が
VMWare クラウドにある場合は、それを Cisco UCS Director 内の特定のエンド ユーザに割り当て
ることもできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

リストから VM を選択します。

ステップ 5

ツールバーで、[VM の割り当て（Assign VM）] ボタンをクリックします。

ステップ 6

[VM の割り当て（Assign VM）] 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

[VM 名（VM Name）] フィールド

VM の名前。

[VM所有者（VM Ownership）] セクション

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
366

ライフサイクルの管理
VM の割り当て

名前

説明

[顧客組織（Customer Organizations）] オプション ボ VM を特定のグループに割り当てるには、このオプ
タン
ション ボタンをオンにします。
[顧客組織（Cutomer Organizations）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、VM を割り当て
る特定のユーザ グループを選択します。
このフィールドが表示されるのは、[顧客組織
（Customer Organizations）] オプション ボタンをオ
ンにした場合のみです。
（注）

有効な vDC があるグループだけが表示さ
れます。

[ユーザ（User）] ラジオ ボタン

VM を特定のユーザに割り当てるには、このオプ
ション ボタンをオンにします。

[ユーザ（User）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、VM を割り当て
るユーザを選択します。このリストには、ユーザへ
のリソース割り当てを許可するグループのユーザが
読み込まれます。

[VMアクセス共有（VM Access Sharing）] セクション
[アクセス権限のあるユーザ（Users with Access
Privilege）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、VM 情報へのア
クセスのみを許可するユーザを選択します。
選択したユーザには、VM へのアクセスのみが許可
されます。管理操作を実行することはできません。
このオプションを使用できるのは、[ユーザ（User）]
オプション ボタンをオンにして、この VM に特定
のユーザを選択した場合のみです。

[管理権限のあるユーザ（Users with Manage
Privilege）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、VM の管理のみ
を許可するユーザを選択します。
選択したユーザは、VM の管理タスクを実行できま
す。
このオプションを使用できるのは、[ユーザ（User）]
オプション ボタンをオンにして、この VM に特定
のユーザを選択した場合のみです。

[割り当ての一般情報（General Assignment Information）] セクション
[VDC] ドロップダウン リスト

VDC を選択します。
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名前

説明

[カテゴリ（Category）] ドロップダウン リスト

VM のカテゴリを選択します。

[VM ユーザ ラベル（VM User Label）] フィールド

VM ラベル（必要な場合）。

[プロビジョニング時間の設定（Set Provision Time）] VM のプロビジョニング時間を設定するには、この
チェック ボックス
チェック ボックスをオンにします。
[プロビジョニング日時（Provision Date/Time）] カ VM プロビジョニングを実行する日時。日付のカレ
レンダー、ドロップダウン リスト、オプション ボ ンダー、時刻（時間および分）のドロップダウン
タン
リスト、AM と PM のオプション ボタンがありま
す。
このオプションは、[プロビジョニング時間の設定
（Set Provision Time）] をオンにした場合に表示さ
れます。
[コメント（Comments）] フィールド

ステップ 7

[割り当て（Assign）] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

タスクについてのコメントを必要に応じて追加しま
す。

VM クレデンシャル
VM に対する Web またはリモート アクセスのログイン クレデンシャルは、管理者が VM がプロ
ビジョニングされるカタログに必要な権限を提供した場合にだけ表示されます。
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VM クレデンシャルの表示
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

リストから VM を選択します。

ステップ 5

ツールバーで、[VMクレデンシャルにアクセス（Access VM Credentials）] ボタンをクリックします。

VM のインベントリ収集の開始
ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[インベントリ収集（Inventory Collection）] を選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

VNC 接続のテスト
VNC 接続のテストは、トラブルシューティングのために使用します。成功した VNC 接続のテス
トでは、ホスト ノードの IP アドレスと VNC ポート番号が表示されます。例：「VNC
connectivity intact at 172.16.0.1:5921（VNC は 172.29.110.75:5921 で接続さ
れています）」。
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ただし、接続が失敗すると、エラー メッセージが表示されます。例：「VM is not configured
for VNC yet.（VM がまだ VNC に設定されていません）」。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[VNCのテスト（Test VNC）] を選択します。

ステップ 6

[VNC接続のテスト（Test VNC Connectivity）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）] をクリックしま
す。

ステップ 7

結果を使用して、VNC 接続をトラブルシューティングします。
（注）
接続に失敗した場合は、VM の IP アドレスに VNC ポートが割り当てられていません。詳細に
ついては、VM の VNC コンソールの有効化, （363 ページ）を参照してください。

VM の複製
VM の複製は、既存の VM で定義されているパラメータを使用することで、システムに新しい VM
を作成することができます。既存の VM のいくつかのパラメータのみ変更したい場合に、複製オ
プションは VM をより迅速に作成する手助けとなります。複製した VM に指定する名前はシステ
ム ポリシーによって定義されます。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから [複製（Clone）] を選択します。

ステップ 6

[VM の複製（Clone VM）] 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

[グループの選択（Select Group）] ドロップダウン
リスト

複製する定義済みのグループを選択します。デフォ
ルトでは [デフォルトグループ（Default Group）] が
選択されています。
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名前

説明

[ユーザに割り当て（Assign to User）] チェック ボッ 特定のユーザに VM を割り当てる場合は、この
クス
チェック ボックスをオンにします。
このオプションは、選択したユーザ グループに適
用されるグループ共有ポリシーについて、エンド
ユーザに対するリソースの割り当てが有効である場
合のみ表示されます。グループ共有ポリシーの作成
の詳細については、グループ共有ポリシーの作成,
（197 ページ）を参照してください。
[ユーザ（User）] ドロップダウン リスト

この VM を割り当てる必要があるユーザを選択しま
す。
（注）

現在、特定のエンド ユーザに割り当てる
ことができるのは、VMWare クラウド内
の VM だけです。

[リンク済み複製の使用（Use Linked Clone）] チェッ リンクされた複製から VM を複製するには、この
ク ボックス
チェック ボックスをオンにします。
（注）

リンクされた複製とは、親VMと仮想ディ
スクを共有する仮想マシンのコピーです。
リンクされた複製は、親 VM のスナップ
ショットから作成されます。リンクされ
た複製は親 VM にアクセスできる必要が
あります。親 VM にアクセスできない場
合、リンクされた複製は無効化されます。

[スナップショット タイプ（Select Snapshot Type）] リンクされた複製に関連付けられているスナップ
ドロップダウン リスト
ショットを選択します。
次のいずれかを選択できます。
• [既存のスナップショット（Existing Snapshot）]
• [新しいスナップショット（New Snapshot）]
[既存のスナップショットの選択（Select Existing
Snapshot）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、既存のスナップ
ショットのリストを表示します。
スナップショットをリストから選択し、[選択
（Select）] をクリックします。
（注）

このフィールドは、[既存のスナップ
ショット（Existing Snapshot）] を選択し
た場合にだけ表示されます。
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名前

説明

[スナップショット名（Snapshot Name）] フィール
ド

スナップショットの名前を指定します。

[導入アセスメントの実行（Perform deployment
assessment）] チェック ボックス

VM を複製する前に予算配賦、リソース、リソース
利用状況のアセスメントを実行するには、この
チェック ボックスをオンにします。このチェック
ボックスをオンにすると、アセスメントの概要は
[導入アセスメント（Deployment Assessment）] ペイ
ンに表示されます。

（注）

（注）

このフィールドは、[新しいスナップ
ショット（New Snapshot）] を選択した場
合にだけ表示されます。

このオプションは VMware クラウド用に
のみ表示されます。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[カスタマイズ オプション（Customization Options）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[カテゴリ（Category）] ドロップダウン リスト

必要な VM 大項目を選択します。

[クレデンシャル オプション（Credential Options）] ユーザに対し、VM アクセス クレデンシャル（共
ドロップダウン リスト
有）の取得を許可するか、または禁止するかを選択
します。
管理者が Cisco UCS Director 外部の別のユーザにク
レデンシャルをプライベートに送信する場合は、[共
有しないでください（Do not share）] オプションを
選択します。
[単一データストアのすべてのディスクをプロビジョ 以前に設定した単一データストアに含まれているす
ニングします（Provision all disks in a single
べての VM ディスクをプロビジョニングするには、
datastore）] チェック ボックス
このチェック ボックスをオンにします。
[ユーザ ID（User ID）] フィールド

ユーザ ID。
このオプションは、[クレデンシャル オプション
（Credential Options）] 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（Password）] フィールド

ユーザのパスワード。
このオプションは、[クレデンシャル オプション
（Credential Options）] 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。

[自動ゲスト カスタマイズ（Automatic Guest
Customization）] チェック ボックス

[有効化（Enable）] チェック ボックスがオンになっ
ています。

[プロビジョニング後のカスタム アクション（Post
Provisioning Custom Actions）] チェック ボックス

ワークフローを付加するには、[有効化（Enable）]
をクリックします。[ワークフロー（Workflow）] ド
ロップダウン リストに、選択できるワークフロー
のリストが表示されます。プロビジョニングの開始
時に、選択されたワークフローを初期化します。

[VM アプリケーションの請求間隔（VM App Charge [毎時（Hourly）] または [毎月（Monthly）] を選択
Frequency）] ドロップダウン リスト
します。
[アクティブな VM アプリケーション コスト（Active テンプレートに含まれているアプリケーション コ
VM Application Cost）] フィールド
スト。
[非アクティブな VM アプリケーション コスト
（Inactive VM Application Cost）] フィールド

ステップ 9

時間あたりまたは月あたりの非アクティブ状態の
VM のこのカタログにかかるコスト。

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [導入設定（Deployment Configuration）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VDC の選択（Select VDC）] ドロップダウン リス
ト

VM に設定するポリシーを含む VDC を選択します。

[コメント（Comment）] フィールド

任意で、VDC の説明を入力します。

[プロビジョニング（Provision）] ドロップダウン リ VDC を今すぐプロビジョニングするには [今すぐ
スト
（Now）] を選択し、VDC を後でプロビジョニング
するには [あとで（Later）] を選択します。
[あとで（Later）] を選択すると、日付と時刻を指定
するためのフィールドが表示されます。
[リース時間（Lease Time）] チェック ボックス

リースの有効期間を設定するには、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

[日数（Days）] フィールド

リース期間の日数を指定します。
（注）

[時間（Hours）] フィールド

このフィールドは、[リース時間（Lease
Time）] チェック ボックスをオンにした
場合にだけ表示されます。

リース期間の時間数を指定します。
（注）

このフィールドは、[リース時間（Lease
Time）] チェック ボックスをオンにした
場合にだけ表示されます。

ステップ 11 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 12 [カスタム仕様（Custom Specification）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[CPU コア（CPU Cores）] ドロップダウン リスト

プロビジョニングされる VM の CPU コアを選択し
ます。

[メモリ（Memory）] ドロップダウン リスト

プロビジョニングされる VM のメモリ量を選択しま
す。

ステップ 13 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 14 [データストアの選択（Select Datastores）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VMディスク（VM Disks）] 鉛筆アイコン

ディスクにデータストアを割り当てるには、[VM
ディスク（VM Disks）] 鉛筆アイコンをクリックし
ます（ディスクが使用可能な場合）。
また、このペインで VM サイズを変更することがで
きます。

ステップ 15 [VM ディスク エントリの編集（Edit VM Disks Entry）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ディスク名（Disk Name）]

データストアを割り当てる VM ディスクの名前。

[ディスクの種類（Disk Type）]

VM ディスクの種類を選択します。例：システム。
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名前

説明

[選択したデータストア（Selected Datastores）]

該当する VM ディスク用として目的のデータストア
を選択します。表示されるデータストア選択項目
は、VDC に付加されているデータ ストレージ ポリ
シーに関連付けされます。

[リサイズしない（Do not resize）] チェック ボック VM を複製する前にディスク リサイズが不要な場合
ス
は、このチェック ボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオンにすると、[サイズ
（Size）] ドロップダウン リストが表示されなくな
ります。
[サイズ（Size）] ドロップダウン リスト

VM の複製中の新しいディスク サイズを指定しま
す。
（注）

ストレージ ポリシー内の [ディスクのリ
サイジングを許可する（Allow Resizing of
Disk）] チェック ボックスを有効にする
と、ディスク サイズを編集できるように
なります。

ステップ 16 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 17 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 18 [VM ネットワークの選択（Select VM Networks）] ペインで、VM ネットワークを編集するには、[VM ネッ
トワーク（VM Networks）] 鉛筆アイコンをクリックします。
（注）
ネットワーク ポリシーの [エンド ユーザにオプションの NIC の選択を許可（Allow end user to
select optional NICs）] チェック ボックスがオフの場合、[VM ネットワークの選択] ペインは空で
す。
ステップ 19 [選択（Select）] ダイアログ ボックスで、VM に関連付けるクラウドを選択します。
ステップ 20 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 21 [導入アセスメントの実行（Perform deployment assessment）] のチェック ボックスをオンにした場合は、[導
入アセスメント（Deployment Assessment）] ペインに表示されたアセスメント レポートをレビューします。
このアセスメント レポートがエラーを特定した場合、前のペインに戻り、要求を送信する前に、エラーを
修正する必要があります。アセスメント レポートにエラーが表示されない場合、[Next] をクリックしま
す。
ステップ 22 [サマリ（Summary）] パネルで複製 VM の情報を確認します。
ステップ 23 [送信（Submit）] をクリックします。
複製 VM の新しい名前は、VDC のポリシーから取得されます。
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VM の VDC への移動
VM を VDC に移動すると、VDC システム ポリシーのルールが VM で採用されます。既存の VM
は、VDC に移動されたものに置き換えられます。

（注）

古い VM は削除されます。新しい VM 名が、システム ポリシーに従って割り当てられます。

はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[VMをVDCに移動（Move VM to VDC）] を選択します。

ステップ 6

[VMをVDCに移動（Move VM to VDC）] ダイアログ ボックスでは、VDC を複製するときと同じ方法で、
移動する VM を変更できます。詳細については、VM の複製, （370 ページ）を参照してください。

VM の再同期
はじめる前に
このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

VM を選択し、ツールバーの右側にある下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから [再同期VM（Resync VM）] を選択します。

ステップ 6

[再同期VM（Resync VM）] ダイアログ ボックスの [最大待機時間（Max Wait Time）] ドロップダウン リ
ストで、0 ～ 30 の分単位の数値を選択します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
376

ライフサイクルの管理
VM へのタグの適用

VM へのタグの適用
VM でタギングがサポートされたため、Cisco UCS Director でタグを管理し、特定の VM を分類し
てファイアウォールとして、またはロード バランサ VM として特定できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

クラウドの名前を選択します。

ステップ 3

[VM] タブを選択します。

ステップ 4

テーブルから VM を選択します。

ステップ 5

ツールバーで、[タグの追加（Add Tags）] を選択します。

ステップ 6

[タグの追加（Add Tags）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

[タグ名（Tag Name）] ドロップダウン リスト

VM に適用するタグを選択します。
このドロップダウン リストには、以前作成したす
べてのタグが表示されます。このリストからタグを
選択するか、新しいタグを作成できます。タグの作
成方法の詳細については、タグの作成, （152 ペー
ジ） を参照してください。

[タグ値（Tag Value）] ドロップダウン リスト

ステップ 7

タグの値を選択します。

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
VM のタグベース コスト モデルを作成できます。詳細については、タグベース コスト モデルの
作成, （313 ページ）を参照してください。
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章

CloudSense 分析の管理
この章は、次の項で構成されています。
• CloudSense 分析, 379 ページ
• レポートの生成, 380 ページ
• アセスメントの生成, 381 ページ
• カスタム レポート テンプレートのレポート ビルダー, 382 ページ
• レポート ビルダ テンプレートの作成, 382 ページ
• テンプレートからのレポートの生成, 385 ページ
• テンプレートから生成されたレポートの表示, 385 ページ
• テンプレートから生成されたレポートの電子メールによる送信, 386 ページ

CloudSense 分析
Cisco UCS Director の Cloudsense 分析 は、インフラストラクチャ リソースの使用率、IT インフラ
ストラクチャ スタック全体にわたる重要なパフォーマンス メトリック、およびリアルタイムの
キャパシティを可視化します。CloudSense は、仮想インフラストラクチャおよびクラウド インフ
ラストラクチャのキャパシティのトレンド、予測、レポート、プランニングの性能を大きく改善
します。
CloudSense を使用して次のレポートを生成できます。
• 顧客の課金レポート
• EMC のストレージ インベントリ レポート
• NetApp のストレージ インベントリ レポート
• グループごとの NetApp ストレージ節約量
• NetApp ストレージ節約量レポート
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• ネットワークのインパクト アセスメント レポート
• 仮想コンピューティング インフラストラクチャの組織使用状況
• PNSC アカウントの要約レポート
• グループの物理インフラストラクチャのインベントリ レポート
• ストレージの重複除外状況レポート
• グループのストレージ インベントリ レポート
• シン プロビジョニングされた領域レポート
• UCS データセンターのインベントリ レポート
• グループごとの VM アクティビティ レポート
• VMware ホストのパフォーマンス サマリー
• 仮想インフラストラクチャおよびアセット レポート

（注）

これは、システムで使用可能なレポートの完全なリストです。ただし、ユーザのシステムで利
用可能なレポート数はユーザ ロールによって異なります。デフォルトでは、[CloudSense] オプ
ションは MSP 管理者に表示されません。システム管理者は MSP 管理者に対してこのオプショ
ンを有効にする必要があります。この作業を完了することで、MSP 管理者がログインしたと
きに、お客様の組織に関連するレポートのみが表示されます。

レポートの生成
はじめる前に
このタスクを実行する前に、アプライアンスにサインインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[クラウド センス（CloudSense）] > [レポート（Reports）] を選択します。

ステップ 2

左側のパネルからレポートを選択します。

ステップ 3

[レポートの生成（Generate Report）] をクリックします。

ステップ 4

[レポートの作成（Generate Report）] 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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名前

説明

[コンテキスト（Context）] ドロップダウン リスト

レポートを生成するグループを選択します。
（注）

[レポートラベル（Report Label）] フィールド

ステップ 5

管理者の場合は、管理者権限があるすべ
てのグループがこのドロップダウン リス
トに表示されます。たとえば、MSP 管理
者の場合は、このドロップダウン リスト
には管理対象のすべての顧客グループが
表示されます。このリストには、他のグ
ループは表示されません。

生成する他のレポートと区別するために、レポート
にラベルを付けることができます。

[送信（Submit）] をクリックします。
レポートはシステムで生成されます。この生成されたレポートには、あなたと管理対象のグループのユー
ザのみがアクセスできます。たとえば、MSP 管理者の場合、この生成されたレポートは他の MSP 管理者
やグループには表示されません。

アセスメントの生成
はじめる前に
このタスクを実行する前に、アプライアンスにサインインする必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[CloudSense][アセスメント（Assessments）] > の順に選択します。

ステップ 2

[仮想インフラストラクチャ アセスメント レポート（Virtual Infrastructure Assessment Report）] をクリック
します。

ステップ 3

[レポートの生成（Generate Report）] をクリックします。
このステップにより、新しいインスタント レポートが HTML 形式または PDF 形式で生成されます。
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カスタム レポート テンプレートのレポート ビルダー
Cisco UCS Director のレポート ビルダ オプションを使用すると、カスタム レポート テンプレート
を作成して、特定のパラメータでレポートを実行できます。コンテキスト、実行するレポートの
タイプ、およびレポートのデータ サンプルの期間を指定できます。複数のテンプレートを作成す
ることもできます。
レポート テンプレートを作成した後、そのテンプレートを使用してレポートを PDF または HTML
形式で生成できます。それにより、Cisco UCS Director でカスタム レポートを表示し、自分または
組織内の他のユーザにレポートを電子メールで送信できます。Cisco UCS Director の外部で、レ
ポートを確認したりアーカイブしたりできます。
テンプレートの作成だけでなく、カスタムレポートテンプレートの編集、複製、および削除もで
きます。

（注）

レポート ビルダーを使用して日、時間単位のコストのトレンド レポートを生成することはで
きません。週次および月次の期間のトレンド レポートのみが生成できます。

レポート ビルダ テンプレートの作成
ステップ 1

メニュー バーで、[CloudSense] > [レポートビルダ（Report Builder）] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの追加（Add Template）] をクリックします。

ステップ 3

[テンプレートの追加（Add Template）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。

ステップ 4

名前

説明

[名前（Name）] フィールド

レポート テンプレートの名前。

[説明（Description）] フィールド

テンプレートの説明。

[レポート（Reports）] フィールド

レポートにエントリを追加するには、[+] をクリッ
クします。

[レポートへのエントリの追加（Add Entry to Reports）] 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。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーション ガイド
382

CloudSense 分析の管理
レポート ビルダ テンプレートの作成

名前

説明

[レポートコンテキスト（Report Context）] ドロップ 次のいずれかのオプションを選択します。
ダウン リスト
• VDC
• クラウド
• 物理アカウント
• マルチドメイン マネージャ
• グローバル
• グローバル管理
[VDC] ドロップダウン リスト

VDC を選択します。
このフィールドは、レポートのコンテキストが
[VDC] に設定されている場合のみ表示されます。

[クラウド（Clouds）] ドロップダウン リスト

ドロップダウンリストからクラウドを選択します。
このリストには、以前にシステムで設定したすべて
のクラウドが表示されます。
このフィールドは、レポートのコンテキストが [ク
ラウド（Cloud）] に設定されている場合のみ表示さ
れます。

[物理アカウント（Physical Account）] ドロップダウ ドロップダウン リストから物理アカウントを選択
ン リスト
します。このリストには、以前にシステムで設定し
たすべてのアカウントが表示されます。
このフィールドは、レポートのコンテキストが [物
理アカウント（Physical Accounts）] に設定されてい
る場合のみ表示されます。
マルチドメイン マネージャ

ドロップダウン リストからマルチドメイン マネー
ジャを選択します。このリストには、以前にシステ
ムで設定したすべてのアカウントが表示されます。
このフィールドは、レポートのコンテキストが [マ
ルチドメイン マネージャ（Multi Domain Manager）]
に設定されている場合のみ表示されます。

[レポート（Reports）] ドロップダウン リスト

[選択（Select）] をクリックして、テンプレートに
含めるレポートを選択します。
このリストは、選択したレポートのコンテキストに
応じてフィルタリングされます。
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名前

説明

[傾向分析レポートの期間（Duration for Trend
Reports）] ドロップダウン リスト

レポートのコンテキストとして [VDC] を指定した
場合は、次のいずれかの期間をテンプレート用に選
択します。
• 毎時
• 毎日
• 毎週
•月1回
レポートのコンテキストとして[クラウド（Clouds）]
を指定した場合は、次のいずれかの期間をテンプ
レート用に選択します。
• 毎日
• 毎週
•月1回

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

[テンプレートの追加（Add Template）] ダイアログ ボックスで [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

次の作業
テンプレートを作成すると、そのテンプレートに基づいてレポートを生成できます。詳細につい
ては、テンプレートからのレポートの生成, （385 ページ）を参照してください。
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テンプレートからのレポートの生成
はじめる前に
システムでレポートテンプレートを作成しておく必要があります。詳細については、レポートビ
ルダ テンプレートの作成, （382 ページ）を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[CloudSense] > [レポートビルダ（Report Builder）] を選択します。

ステップ 2

テーブルからテンプレートを選択します。

ステップ 3

[レポートの生成（Generate Report）] を選択します。

ステップ 4

[レポート生成の確認（Confirm Report Generation）] 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

[レポートのタイトル（Report Title）] フィールド

レポートのタイトル。

[説明（Description）] フィールド

レポートの説明。

ステップ 5

[生成（Generate）] をクリックします。
システムでレポートが生成され、保存されます。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

次の作業
生成されたレポートは、表示できるほか、必要に応じて電子メールで送信することもできます。

テンプレートから生成されたレポートの表示
はじめる前に
テンプレートを作成し、テンプレートを使用してレポートを生成する必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[CloudSense][レポートビルダ（Report Builder）] > を選択します。

ステップ 2

テーブルからテンプレートを選択します。

ステップ 3

[レポートの表示（View Reports）] をクリックします。
[カスタム レポート（Custom Reports）] テーブルに、テンプレートを使用して生成したレポートが表示さ
れます。
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ステップ 4

テーブルからレポートを選択します。

ステップ 5

[レポートの表示（View Report）] をクリックします。

ステップ 6

[レポートの表示（View Report）] ダイアログ ボックスで、レポートを表示する形式を選択します。
[HTML] または [PDF] のいずれかを選択できます。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
レポートが新しいウィンドウに表示されます。

次の作業
組織内の別のユーザにレポートを電子メールで送信できます。

テンプレートから生成されたレポートの電子メールによ
る送信
テンプレートから生成されたレポートは、自分宛てに、または組織内の他のユーザ宛てに電子メー
ルで送信できます。

はじめる前に
• テンプレートを作成し、テンプレートを使用してレポートを生成する必要があります。
• また、システムの初期設定時に電子メール アドレスを設定している必要があります。この場
合、名前と電子メール アドレスが、レポートを添付した送信者として特定されます。

ステップ 1

メニュー バーで、[CloudSense] > [レポートビルダ（Report Builder）] を選択します。

ステップ 2

テーブルからテンプレートを選択します。

ステップ 3

[レポートの表示（View Reports）] をクリックします。
[カスタム レポート（Custom Reports）] テーブルに、テンプレートを使用して生成したレポートが表示さ
れます。

ステップ 4

テーブルからレポートを選択します。

ステップ 5

[電子メールレポート（Email Report）] をクリックします。

ステップ 6

[電子メールレポート（Email Report）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[宛先（To）] フィールド

受信者の電子メール アドレス。
複数の電子メール アドレスをカンマで区切って入
力できます。
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名前

説明

[件名（Subject）] フィールド

電子メール メッセージの件名。

[形式（Format）] ドロップダウン リスト

電子メール メッセージに添付されるレポートの形
式を選択します。次のいずれかを選択できます。
• HTML
• PDF

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
電子メール メッセージが受信者に送信されます。

次の作業
レポートが不要になった場合は、レポートを選択して [削除（Delete）] をクリックして、システ
ムからレポートを削除できます。
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