
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, 1 ページ

• カタログの公開, 2 ページ

• 詳細カタログの公開について, 11 ページ

• 詳細カタログの公開, 11 ページ

• ベアメタルサーバカタログの作成, 13 ページ

• フォルダ内のカタログの並べ替え, 16 ページ

• 展開するホストへのアクセス, 16 ページ

• カタログフォルダの並べ替え, 17 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：CiscoUCSDirector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。

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（CreateServiceRequest）]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
リクエストの作成に記載されている手順を実行します。

重要

[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。

（注）

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, （13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。

説明名前

[基本情報（Basic Information）]ペイン

カタログの名前を入力します。

一度作成されたカタログ名は変更できま

せん。

（注）

[カタログ名（Catalog Name）]フィールド

カタログの説明を入力します。[カタログの説明（CatalogDescription）]フィールド

カタログのタイプ。次のいずれかを設定できます。

• [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（BareMetal 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。

[カタログタイプ（Catalog Type）]ドロップダウン
リスト
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説明名前

このカタログに関連付けるイメージのアイコンをリ

ストから選択します。このアイコンは、このカタロ

グを使用してサービスリクエストを作成するとき

に表示されます。

[カタログアイコン（Catalog Icon）]ドロップダウン
リスト

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。

[すべてのグループに適用（Applied to all groups）]
チェックボックス

サポート担当者の電子メールアドレスを指定しま

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

[選択した項目（Select Items）]ダイアログボックス
に含まれているグループのチェックボックスをオ

ンにします。オンにしたグループは、新しいVMを
プロビジョニングするときにこのカタログを使用し

ます。

[選択されたグループ（Selected Groups）]チェック
ボックスリスト

デフォルトでは、このチェックボックスはオンに

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。

[エンドユーザへ公開（Publish to end users）]チェッ
クボックス

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。

[クラウド名（Cloud Name）]ドロップダウンリス
ト

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。

[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
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説明名前

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。

[イメージ（Image）]フィールド

Windowsライセンスを選択します。

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、RHEVKVMコネクタで
はサポートされません。

（注）

[Windowsライセンスプール（WindowsLicensePool）]
フィールド

単一データストアのすべてのディスクをプロビジョ

ニングするには、このチェックボックスをオンに

します。ストレージポリシーで各ディスクに対し

て設定されているデータストアを使用することも選

択できます。

複数ディスクストレージポリシーの作成の詳細に

ついては、ポリシーの管理を参照してください。

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、RHEVKVM
コネクタではサポートされません。

（注）

[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
クボックス

リストからテンプレートを選択します。

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。

（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
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説明名前

このカタログの作成先となるフォルダを選択しま

す。

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。

（注）

[フォルダの選択（Select Folder）]ドロップダウン
リスト

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。

説明名前

VDCカテゴリを選択します。[カテゴリ（Category）]ドロップダウンリスト

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。

[オーバーライド（Override）]チェックボックス

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。

[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

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。

このオプションは、RHEVKVMコネクタ
ではサポートされません。

（注）

[OSの指定（Specify OS）]ドロップダウンリスト

[OSの指定（Specify OS）]リストにない OSを指定
します。

このオプションは、RHEVKVMコネクタ
ではサポートされません。

（注）

[他のOSの指定（Specify Other OS）]フィールド
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説明名前

[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。

このオプションは、RHEVKVMコネクタ
ではサポートされません。

（注）

[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に
ないその他のアプリケーションを指定します。

このオプションは、RHEVKVMコネクタ
ではサポートされません。

（注）

[他のアプリケーションの指定（Specify Other
Applications）]フィールド

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。

このオプションは、RHEVKVMコネクタ
ではサポートされません。

（注）

[アプリケーションコード（Application Code）]
フィールド

ステップ 9 [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。
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。

（注）

説明名前

ユーザに対し、VMアクセスクレデンシャル（共
有）の取得を許可するか、または禁止するかを選択

します。

[クレデンシャルオプション（Credential Options）]
ドロップダウンリスト

ユーザ ID。

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。

（注）

[ユーザ ID（User ID）]フィールド
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説明名前

ユーザのパスワード。

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。

（注）

[パスワード（Password）]フィールド

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。

説明名前

自動ゲストカスタマイズを有効にするには、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、Cisco
UCSDirector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。

[自動ゲストカスタマイズの有効化（AutomaticGuest
Customization Enable）]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。

[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

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。

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。

（注）

[ワークフロー（Workflow）]ドロップダウンリス
ト

仮想ストレージカタログからストレージエンティ

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の有効化（Virtual Storage
Catalog Enable）]チェックボックス

カタログからストレージエントリを選択します。

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。

（注）

[仮想ストレージカタログ（Virtual StorageCatalog）]
ドロップダウンリスト

コスト計算

[毎時（Hourly）]または [毎月（Monthly）]を選択
します。

[請求期間（Charge Duration）]ドロップダウンリス
ト
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説明名前

テンプレートに含まれているアプリケーションコ

スト。

RHEVKVMコネクタではサポートされて
いません。

（注）

[アクティブなVMアプリケーションコスト（Active
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。

RHEVKVMコネクタではサポートされて
いません。

（注）

[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

VMライフサイクル設定

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。

[リース時間（Lease Time）]チェックボックス

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。

[日（Day）]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。

[時間（Hours）]フィールド

サービスエンドユーザによる VMのリース時間の
設定を防止するには、チェックボックスをオンに

します。

[エンドユーザのリース設定を非表示（Hide end user
lease configuration）]チェックボックス

サービスエンドユーザによる VMのプロビジョニ
ング以降の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
示（Hide end user VMprovision later）]チェックボッ
クス

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。

説明名前

Webアクセス設定
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説明名前

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。

[有効（Enable）]チェックボックス

VMの URL。

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。

（注）

[URL]フィールド

この URLに定義されたラベル

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。

（注）

[ラベル（Label）]フィールド

リモートデスクトップのアクセス設定

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。

[有効（Enable）]チェックボックス

サーバのリモートアクセス用 IPアドレス。

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（RemoteDesktopAccess
Configuration）]がオンの場合に表示され
ます。

（注）

[サーバ（Server）]フィールド

サーバのリモートアクセス用ポート番号。

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（RemoteDesktopAccess
Configuration）]がオンの場合に表示され
ます。

（注）

[ポート（Port）]フィールド

このリモートアクセス用に定義されたラベル

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（RemoteDesktopAccess
Configuration）]がオンの場合に表示され
ます。

（注）

[ラベル（Label）]フィールド

VMRCコンソールの設定

    Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーションガイド
10

カタログの管理

カタログの公開



説明名前

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。

[有効（Enable）]チェックボックス

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。

説明名前

[基本情報（Basic Information）]ペイン

カタログの名前。[カタログ名（Catalog Name）]フィールド

カタログの説明。[カタログの説明（CatalogDescription）]フィールド
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説明名前

[詳細（Advanced）]を選択します。カタログタイプ

このカタログに関連付けるイメージのアイコンを選

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。

[カタログアイコン（Catalog Icon）]ドロップダウン
リスト

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。

[すべてのグループに適用（Applied to all groups）]
チェックボックス

[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（CheckNone）]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。

選択済みグループ（Selected Groups）

デフォルトで、このチェックボックスはオンになっ

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。

[エンドユーザへ公開（Publish to end users）]チェッ
クボックス
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説明名前

このカタログを作成するフォルダを選択します。

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。

（注）

[フォルダの選択（Select Folder）]ドロップダウン
リスト

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。

Cisco UCS Director リリース 6.0 アドミニストレーションガイド
13

カタログの管理

ベアメタルサーバカタログの作成



説明名前

[基本情報（Basic Information）]ペイン

カタログの名前を入力します。

一度作成されたカタログ名は変更できま

せん。

（注）

[カタログ名（Catalog Name）]フィールド

カタログの説明を入力します。[カタログの説明（CatalogDescription）]フィールド

このフィールドは編集できません。ベアメタルが

表示されます。

[カタログタイプ（Catalog Type）]ドロップダウン
リスト

このカタログに関連付けるイメージのアイコンをリ

ストから選択します。このアイコンは、このカタロ

グを使用してサービスリクエストを作成するとき

に表示されます。

[カタログアイコン（Catalog Icon）]ドロップダウン
リスト

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。

[すべてのグループに適用（Applied to all groups）]
チェックボックス

サポート担当者の電子メールアドレスを指定しま

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

[選択した項目（Select Items）]ダイアログボックス
に含まれているグループのチェックボックスをオ

ンにします。オンにしたグループは、新しいベア

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。

[選択されたグループ（Selected Groups）]チェック
ボックスリスト

デフォルトでは、このチェックボックスはオンに

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。

[エンドユーザへ公開（Publish to end users）]チェッ
クボックス
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説明名前

このカタログの作成先となるフォルダを選択しま

す。

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。

（注）

[フォルダの選択（Select Folder）]ドロップダウン
リスト

ベアメタルプロビジョニングポリシーを選択しま

す。

[ベアメタルサーバプロビジョニングポリシー
（BareMetal Server Provisioning Policy）]ドロップダ
ウンリスト

デフォルトでは、このチェックボックスはオフに

なっています。サービスリクエストのステータス

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。

[サービスリクエストのサポート用電子メール
（Configure Service Request Support Email）]のチェッ
クボックス

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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説明フィールド

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。

[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

[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。

[VDCの選択（Select VDC）]フィールド

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（DeployabilityAssessment）]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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