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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。

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 アクションを実行する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 アクションを選択すると、[VMタスク（VM Task dialog）]画面が表示されます。

説明名前

アクションの実行対象である VMの名前。[VM名（VMName）]フィールド（表示専用）
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説明名前

VMの電源をオフにするタスク。[電源オフ（Power Off）]フィールド（表示専
用）

VMの電源をオンにするタスク。[電源オン（Power On）]フィールド（表示専
用）

VMを一時停止状態にするタスク。[一時停止（Suspend）]フィールド（表示専用）

VMでゲスト OSをシャットダウンするタス
ク。

[ゲストのシャットダウン（Shutdown Guest）]
フィールド（表示専用）

VMをスタンバイ状態にするタスク。
RHEVKVMコネクタではサポートさ
れていません。

（注）

[スタンバイ（Standby）]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。
RHEVKVMコネクタではサポートさ
れていません。

（注）

[リセット（Reset）]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。
RHEVKVMコネクタではサポートさ
れていません。

（注）

[リブート（Reboot）]フィールド（表示専用）

VMを特定するために、コメントを入力します。[コメント（Comments）]フィールド

特定の日時に、後でまたは今すぐVMの電源を
オンにするタスク。

[アクションのスケジュール設定（Schedule
Action）]オプションボタン

ステップ 6 [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。
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•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

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

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 スナップショットを作成する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]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）]画面で、次のフィール

ドに値を入力します。

説明名前

スナップショットの名前。[スナップショット名（SnapshotName）]フィー
ルド

スナップショットの説明。[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。

[スナップショットメモリ（SnapshotMemory）]
チェックボックス
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説明名前

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。

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。

（注）

[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

ステップ 7 [続行（Proceed）]をクリックします。

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。

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 スナップショットの復帰先となる VMを含む行を選択します。
ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]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）]画面で、目的のスナップショットの名

前をオンにします。

ステップ 7 [続行（Proceed）]をクリックします。
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ゴールデンスナップショットのマーキング

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 ゴールデンとしてスナップショットをマーキングする VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]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）]画面で、目的

のスナップショットの名前をオンにします。

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（MarkGolden Snapshot Task）]をオンにします。
ステップ 8 [続行（Proceed）]をクリックします。

スナップショットの削除

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 スナップショットを削除する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]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）] 画面で、目的のスナップショットの名

前をオンにします。

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（DeleteChildren）]
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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すべてのスナップショットの削除

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 すべてのスナップショットを削除する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]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）]画面で、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。

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。

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 リース時間を設定する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから [リース時間の設定（Configure

Lease Time）]を選択します。
ステップ 6 [リース時間の設定（Configure Lease Time）]画面で、[リース時間の設定（Set Lease Time）]をオ

ンにします。次のフィールドに入力します。

説明名前

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。

[VM名（VM Name）]フィールド

VMのリースの日時。日付のカレンダー、時刻
（時間および分）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。

[リース日時（Lease Date）] のカレンダー、ド
ロップダウンリスト、オプションボタン
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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。

•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：VMにWebアクセス、リモートデスクトップ、または VMRCコ
ンソールアクセスのいずれかを設定してアクセスできます。

• VNCコンソールの起動：VNCクライアントを使用して VMコンソールを設定してアクセス
できます。

• VMRCコンソール（HTML5）：Webブラウザとプラグイン独立型である VMRC HTML5コ
ンソールを起動できます。

• 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。
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• 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。

• CD/DVDドライブとしての ISOイメージのマウント：物理ドライブを使用せずに ISOイメー
ジをVMにマウントできます。仮想マシンにマウントすると、物理ディスクを使用せずに仮
想 CD/DVDドライブからファイルを開いたり、抽出したり、使用したりすることができま
す。

• CD/DVDドライブとしての ISOイメージのマウント解除：仮想マシン上の CD/DVDドライ
ブにすでに接続されている ISOイメージのマウントを解除できます。

VM の詳細の表示

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 詳細情報を表示する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [詳細の表示（View Details）]をクリックします。
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VM のサイズ変更

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 サイズ変更する VMを含む行を選択します。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから [VMのサイズ変更（Resize

VM）]を選択します。
ステップ 6 [VMのサイズ変更（Resize VM）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

選択した VMの名前。[VM名（VM Name）]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CPU（Current
Allocated CPU）]フィールド

VMに割り当てられているメモリ容量。[現在の割り当てメモリ(GB)
（Current Allocated Memory
(GB)）]フィールド

必要な CPUを選択します。[新しいCPU数（New CPU
Count）]ドロップダウンリス
ト

ソケットあたりコア数を選択します。[ソケットあたりの新しいコア
数（NewCores Per Socket）]ド
ロップダウンリスト

メモリ容量を選択します。[新しいメモリ（New
Memory）]ドロップダウンリ
スト

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CPUコスト(通貨:USD)
（Current CPU Cost (Currency:
USD)）]フィールド
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説明名前

1時間あたりの現在のメモリ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メモリに基づいて計算
されます。

[現在のメモリコスト(通貨:
USD)（Current Memory 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。

[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。

新規メモリコスト(通貨: USD)
（NewMemory Cost (Currency:
USD)）

VDCを追加または変更するときに [コスト詳細情報の表示の無効化（Disable displaying cost
details）]をオンにした場合、現在および新しいCPUコストやメモリコストに関する情報
は表示されません。

重要

ステップ 7 [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

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 スタックビューを表示する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [スタックビュー（Stack View）]をクリックします。

[スタックビュー（Stack View）]画面に、選択した VMの情報が表示されます。

（注） •ハードドライブやネットワークアダプタなど、複数のコンポーネントがレポート
にある場合、各コンポーネントに表示されている矢印をクリックし、別のコンポー

ネントを選択します。

•眼のアイコンをクリックすると、各コンポーネントに関する追加情報が表示されま
す。
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VM ディスクの作成
vDCにマッピングするストレージポリシーの作成時に [ディスクのサイズ変更を許可（Allow
Resizing of Disk）]をオンにした場合にのみ、VMディスクを作成できます。

はじめる前に

VMは電源がオフになっている状態である必要があります。

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 VMディスクを作成する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから [VMディスクの作成（Create

VM Disk）]を選択します。
ステップ 6 [VMディスクの作成（Create VM Disk）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

VMの名前。

一度入力すると、VMの名前は編集できません。

[VM名（VM Name）]フィールド

VMのディスクサイズ（GB単位）。[新しいディスクサイズ(GB)（New Disk Size
(GB)）]フィールド

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(System)]

• [切替（Swap）]

• [データ(Data)]

• [データベース(Database)]

• [ログ(Log)]

[ディスクタイプの選択（Select Disk Type）]ド
ロップダウンリスト

VMのディスクがデータストアまたはデータス
トア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/データストアクラスタの選択
（Select Datastore/Datastore Cluster）]ドロップダ
ウンリスト
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説明名前

[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。

（注）

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。

[データストアの選択（SelectDatastore）]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。

（注）

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。

[データストアクラスタの選択（SelectDatastore
Cluster）]フィールド

VMにシンプロビジョニングされたディスクを
追加する場合に、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。

（注）

[Thinプロビジョニング（Thin Provision）]
チェックボックス
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説明名前

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。

VDCを追加または変更するときに [コ
スト詳細情報の表示の無効化（Disable
displaying cost details）]をオンにした場
合、[新規ディスクコストの計算
（Compute NewDisk Cost）]フィールド
は表示されません。

重要

[新規ディスクコストの計算（ComputeNewDisk
Cost）]フィールド

ステップ 7 [作成（Create）]をクリックします。

VM ディスクのサイズ変更

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 VMディスクのサイズを変更する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]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）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

VMの名前。

この名前は編集できません。

[VM名（VM Name）]フィールド

ドロップダウンリストからVMディスクを選択
します。

[ディスクの選択（Select Disk）]ドロップダウ
ンリスト

VM上のプロビジョニング容量の合計を表示し
ます。

[プロビジョニング済総容量(GB)（Total
Provisioned (GB)）]フィールド
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説明名前

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。

[新しいサイズ(GB)（NewSize (GB)）]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。

[現在のディスクコスト(通貨:USD)（CurrentDisk
Cost (Currency: USD)）]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。

[新規ディスクコストの計算（ComputeNewDisk
Cost）]フィールド

VMに指定された新しいディスクサイズの 1時
間あたりのディスクコストを表示します。

[新しいディスクコスト(通貨: USD)（New Disk
Cost (Currency: USD)）]フィールド

VDCを追加または変更するときに [コスト詳細情報の表示の無効化（Disable displaying cost
details）]をオンにした場合、現在および新しいディスクコストに関する情報は表示され
ません。

重要

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。

手順

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>
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<MatchType>VM-IPAddress</MatchType>
<MatchValue>19.29.29.29*</MatchValue>
<IsRegex>true</IsRegex>
<ContactEmail>admin@admin.com</ContactEmail>
--<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 [管理（Administration）] > [システム（System）]を選択します。
ステップ 4 [システム（System）]ページで [システムパラメータ（System Parameters）]をクリックします。

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（System）]ページで [システムタスク（System Tasks）]をクリックします。

ステップ 8 [VMコントロールリストポーラータスク（VMControl 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

vNICVMを追加するときには、[ポートグループ名（Port GroupName）]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。

（注）
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手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 vNICを追加する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]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）]画面の [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。

ステップ 7 [VMネットワーク（VM Networks）]リストを展開します。
ステップ 8 [追加（Add）]（+）をクリックします。
ステップ 9 [VMネットワークへのエントリの追加（Add Entry to VM Networks）]画面で、次のフィールドに

値を入力します。

説明[名前（Name）]

リストから NICエイリアスを選択します。[NICエイリアス（NIC Alias）]ドロップダウン
リスト

リストからポートグループを選択します。[ポートグループタイプ（Port Group Type）]ド
ロップダウンリスト（表示専用）

リストからポートグループ名を選択します。[ポートグループ名（Port Group Name）]ドロッ
プダウンリスト

アダプタタイプを選択します。

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。

[アダプタのタイプ（Adapter Type）]ドロップ
ダウンリスト（表示専用）

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。

[DHCP]チェックボックス

固定 IPアドレスプール。[静的IPプール（Static IP Pool）]フィールド

ネットワークマスク。[ネットワークマスク（Network Mask）]フィー
ルド
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説明[名前（Name）]

ゲートウェイ IPアドレス。[ゲートウェイ IPアドレス（Gateway IP
Address）]フィールド

[NICエイリアス（NICAlias）]、[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。

（注）

ステップ 10 [送信（Submit）]をクリックします。

vNIC の置換

vNICVMを置き換えるときには、[ポートグループ名（Port GroupName）]の値と [アダプタの
タイプ（AdapterType）]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。

（注）

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 vNICを置換する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]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）]画面の [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）]画面で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

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。

[NICエイリアス（NIC Alias）]ドロップダウン
リスト

リストからポートグループ名を選択します。[ポートグループ名（Port Group Name）]ドロッ
プダウンリスト

アダプタタイプを選択します。

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。

[アダプタのタイプ（Adapter Type）]ドロップ
ダウンリスト（表示専用）

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。

[DHCP]チェックボックス

固定 IPアドレスプール。[静的IPプール（Static IP Pool）]フィールド

ネットワークマスク。[ネットワークマスク（Network Mask）]フィー
ルド

ゲートウェイ IPアドレス。[ゲートウェイ IPアドレス（Gateway IP
Address）]フィールド

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。
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（NICAlias）]、[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
管理を参照してください。

（注）
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VM クライアントの起動

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 VMクライアントを起動する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [VMクライアントの起動（Launch VM Client）]をクリックします。
ステップ 6 [クライアントの起動（LaunchClient）]画面で、VMクライアントのアクセス方式を選択します。

CiscoUCSDirector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）（VMRCConsole（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。

ステップ 7 [続行（Proceed）]をクリックします。

VM の VNC コンソールの有効化

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 VNCを設定する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンリストから [VNCの設定（ConfigureVNC）]

を選択します。

ステップ 6 [VNCの設定（Configure VNC）]画面で、ドロップダウンリスト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）
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•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。

VM の VNC コンソールの自動設定解除
VMwareの VNCポートタスクのモニタリングを有効にして VNCコンソールの自動設定を解除す
ることができます。このタスクは 30分ごとに実行して、デフォルトの 60分を超えて開いている
VNCポートの設定を解除します。ポート上の VNCの設定が解除されるため、それらのポートは
今後の割り当てのために解放されます。

タスクを実行する頻度を変更するには、[システムタスクの管理（ManageSystemTask）]をクリッ
クし、ドロップダウンリストから期間を選択します。

/opt/infra/inframgr/vmware.propertiesファイルの unConfigureVNCPortWaitTime
パラメータを編集すると、ポートの待機時間を変更できます。
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手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）]を選択します。
ステップ 2 [システム（System）]ページで [システムタスク（System Tasks）]をクリックします。

ステップ 3 [VMware標準タスク（VMware Standard Tasks）]矢印をクリックし、タスクを展開します。
ステップ 4 [VMwareの VNCポートタスクのモニタリング（VMware Monitor VNC Port Task）]システムタス

クを含む行をクリックします。

ステップ 5 [タスクの管理（Manage Task）]をクリックします。
ステップ 6 [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 7 [送信（Submit）]をクリックします。

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。

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。詳細に
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, （22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 5901～ 5964を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、『CiscoUCSDirector
Shell Guide』を参照してください。

•ブラウザのポップアップブロッカーを無効にします。

ESX 4.x、ESXi 5.x、および ESXi 6.0バージョンの VMwareでは、VNCクライアントを使用し
た VMコンソールアクセスの設定が可能です。

（注）
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手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 VNCコンソールを起動する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [VNCコンソールの起動（Launch VNC Console）]をクリックします。
ステップ 6 [VNCコンソールの起動（LaunchVNCConsole）]画面で、キーボードマッピングレイアウトを選

択し、[送信（Submit）]をクリックします。
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。

ヒント

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。

手順

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>5964</end>
</port>
</rule>
<rule id='0001'>
<direction>outbound</direction>
<protocol>tcp</protocol>
<porttype>dst</porttype>
<port>
<begin>0</begin>
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<end>65535</end>
</port>
</rule>
<enabled>true</enabled>
<required>false</required>

</service>
</ConfigRoot>

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。

（注）

ステップ 4 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。

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 割り当てる VMを含む行を選択します。
ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンリストから [VMの割り当て（AssignVM）]

を選択します。

ステップ 6 [VMの割り当て（Assign VM）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

VMの名前。[VM名（VM Name）]フィールド

[VM所有者（VM Ownership）]セクション

VMを特定のグループに割り当てるには、この
オプションボタンをオンにします。

[顧客組織（Customer Organizations）]オプショ
ンボタン
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説明名前

[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。

有効な vDCがあるグループだけが表
示されます。

（注）

[顧客組織（CutomerOrganizations）]フィールド

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）]オプションボタン

[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。

[ユーザ（User）]フィールド

[VMアクセス共有（VM Access Sharing）]セクション

[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。

[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。

[管理権限のあるユーザ（Users with Manage
Privilege）]フィールド

[割り当ての一般情報（General Assignment Information）]セクション

VDCを選択します。[VDC]ドロップダウンリスト

VMの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
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説明名前

VMラベル（必要な場合）。[VMユーザラベル（VMUser Label）]フィール
ド

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をオンにします。

[プロビジョニング時間の設定（Set Provision
Time）]チェックボックス

VMプロビジョニングを実行する日時。日付の
カレンダー、時刻（時間および分）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。

このオプションは、[プロビジョニング時間の設
定（Set ProvisionTime）]をオンにした場合に表
示されます。

[プロビジョニング日時（ProvisionDate/Time）]
カレンダー、ドロップダウンリスト、オプショ

ンボタン

タスクについてのコメントを必要に応じて追加

します。

[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。

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。

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。
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手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 クレデンシャルを表示する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから [VMクレデンシャルにアクセ

ス（Access VM Credentials）]を選択します。

VM のインベントリ収集の開始

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 インベントリ収集を要求する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから [VMのインベントリ収集のリ

クエスト（Inventory Collection Request for VM）]を選択します。
ステップ 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）」。

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）」。
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手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 VNCの接続をテストする VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]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）]画面で [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。

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,（19ページ）を参照してください。

（注）

VM の複製
VMを複製することで、既存のVMで定義されているパラメータを使用してシステムに新しいVM
を作成できます。既存の VMのいくつかのパラメータのみを変更する場合に、複製オプションは
VMをより迅速に作成するのに役立ちます。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。

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 複製する VMを含む行を選択します。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]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）]の [グループの選択（Select Group）]画面で、次のフィールドに値を入
力します。

説明[名前（Name）]

リストを展開して複製する定義済みグループを

選択し、[選択（Select）]をクリックします。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。

[グループの選択（Select Group）]リスト
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説明[名前（Name）]

特定のユーザにVMを割り当てる場合にオンに
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、

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

リシーの作成を参照してください。

[ユーザに割り当て（Assign to User）]チェック
ボックス

この VMを割り当てるユーザを選択します。

現在、特定の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。

（注）

[ユーザ（User）]ドロップダウンリスト

リンクされた複製からVMを複製する場合に、
このチェックボックスをオンにします。

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。

（注）

リンクされた複製かフル複製かは、ストレージ

ポリシーで選択したリンクされた複製によって

異なります。

[リンク済み複製の使用（Use Linked Clone）]
チェックボックス

リンクされた複製に関連付けられているスナッ

プショットのタイプを選択します。

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（NewSnapshot）]

[スナップショットタイプ（Select Snapshot
Type）]ドロップダウンリスト

リストを展開して既存のスナップショットを選

択し、[選択（Select）]をクリックします。

このフィールドは、[既存のスナップ
ショット（Existing Snapshot）]を選択
した場合にのみ表示されます。

（注）

[既存のスナップショットの選択（SelectExisting
Snapshot）]リスト
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説明[名前（Name）]

新しいスナップショットの名前を入力します。

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
た場合にのみ表示されます。

（注）

[スナップショット名（SnapshotName）]フィー
ルド

VMが ReadyClonesを使用して導入されるよう
にする場合に、このチェックボックスをオンに

します。

このボックスがオンの場合、[リンク済み複製の
使用（Use Linked Clone）]チェックボックスは
非表示になります。

[ReadyCloneの使用（Use ReadyClone）]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 [VMの複製（Clone VM）]の [カスタマイズのオプション（Customization Options）]画面で、次の

フィールドに値を入力します。

説明[名前（Name）]

リストを展開してVMに必要なカテゴリを選択
し、[選択（Select）]をクリックします。

[カテゴリ（Category）]リスト

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。次のオプションを使用できま

す。

•共有しない

•パスワードリセット後に共有する

•テンプレートクレデンシャルを共有する

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。

[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を入力します。

このフィールドは、[クレデンシャルオプショ
ン（CredentialOptions）]で共有されているとき
のみ使用できます。

[ユーザ ID（User ID）]フィールド

Cisco UCS Director リリース 6.5 アドミニストレーションガイド
29

ライフサイクルの管理

VM の複製



説明[名前（Name）]

ユーザパスワードを入力します。

このフィールドは、[クレデンシャルオプショ
ン（CredentialOptions）]で共有されているとき
のみ使用できます。

[パスワード（Password）]フィールド

以前に設定した単一データストアに含まれてい

るすべてのVMディスクをプロビジョニングす
る場合に、このチェックボックスをオンにしま

す。

[単一データストアのすべてのディスクをプロビ
ジョニングします（Provision all disks in a single
datastore）]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
ス制限、およびリソースの可用性を評価する場

合に、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

メントの概要が [導入アセスメント（Deployment
Assessment）]画面に表示されます。

このオプションは VMwareクラウド
用にのみ表示されます。

（注）

[導入アセスメントの実行（Perform deployment
assessment）]チェックボックス

このボックスはオンになっています。[自動ゲストカスタマイズの有効化（Automatic
Guest 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場合に、このボッ

クスをオンにします。

プロビジョニングの開始時に、選択されたワー

クフローが開始されます。

[プロビジョニング後のカスタムアクションの
有効化（Post Provisioning Custom Actions
Enable）]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。

このフィールドは、[プロビジョニン
グ後のカスタムアクションの有効化

（Post Provisioning Custom Actions
Enable）]がオンの場合に表示されま
す。

（注）

ワークフロー入力値が[クローンの複製：カスタ
ムワークフロー（CloneVM:CustomWorkflow）]
画面に入力されます。

[ワークフロー（Workflow）]ドロップダウンリ
スト

[毎時（Hourly）]または [毎月（Monthly）]を選
択します。

[VMアプリケーションの請求間隔（VM App
Charge Frequency）]ドロップダウンリスト
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説明[名前（Name）]

テンプレートに含まれているアプリケーション

コストを入力します。

[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

非アクティブな状態のVMのこのカタログにか
かる毎時または毎月のコストを入力します。

[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 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 10 [VMの複製（Clone VM）]の [導入設定（Deployment Configuration）]画面で、次のフィールドに

値を入力します。

説明[名前（Name）]

VMに設定するポリシーを含む VDCを選択し
ます。

[VDCの選択（SelectVDC）]ドロップダウンリ
スト

任意で、VDCの説明を入力します。[コメント（Comment）]フィールド

VDCを今すぐプロビジョニングするには [今す
ぐ（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。

[プロビジョニング（Provision）]ドロップダウ
ンリスト

リースの有効期間を設定する場合に、このボッ

クスをオンにします。

[リース時間（Lease Time）]チェックボックス

リース期間の日数を入力します。

このフィールドは、[リース時間
（Lease Time）]がオンになっている
場合にのみ表示されます。

（注）

[日数（Days）]フィールド

リース時間の時間数を入力します。

このフィールドは、[リース時間
（Lease Time）]がオンになっている
場合にのみ表示されます。

（注）

[時間（Hours）]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 [VMの複製（Clone VM）]の [カスタム仕様（Custom Specification）]画面で、次のフィールドに

値を入力します。
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説明[名前（Name）]

プロビジョニングされる VMの CPUコアを選
択します。

[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のソケットあたり
のコア数を選択します。ソケットあたりの使用

可能なコア数は、VMコンピューティングポリ
シーで指定されます。

[ソケットあたりのコア数（Cores Per Socket）]
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。

[メモリ（Memory）]ドロップダウンリスト

ステップ 13 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 14 [VMの複製：（Clone VM）]の [カスタムワークフロー（Custom Workflow）]画面で、該当する

場合はワークフローの入力値を入力します。

ステップ 15 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 16 [VMの複製（Clone VM）]の [データストアの選択（Select Datastores）]画面で、[VMディスク

（VM Disks）]を展開し、適切なデータストアを適切なディスクに割り当てます。
ステップ 17 データストアを割り当てるディスクを含んだ行をクリックします。

ステップ 18 [下記のテーブルで選択されたエントリを編集（Edit selected entry in the table below）]をクリック
します。

ステップ 19 [VMディスクエントリの編集（Edit VM Disks Entry）]画面で、次のフィールドに値を入力しま
す。

説明[名前（Name）]

データストアを割り当てる VMディスクの名
前。

[ディスク名（Disk Name）]

VMディスクの種類を選択します。例：[システ
ム（System)]

[ディスクの種類（Disk Type）]

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に関連付けられているデータ
ストレージポリシーによるものです。

[選択したデータストア（Selected Datastores）]

VMを複製する前にディスクサイズの変更が不
要な場合に、この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非表示に
なります。

[リサイズしない（Donot resize）]チェックボッ
クス
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説明[名前（Name）]

VM複製中の新しいディスクサイズを選択しま
す。

ストレージポリシー内の [ディスクの
サイズ変更を許可（Allow Resizing of
Disk）]を有効にした場合にのみ、
ディスクのサイズを編集できます。

（注）

[サイズ（Size）]ドロップダウンリスト

ステップ 20 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 21 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 22 [VMの複製（Clone VM）]の [VMネットワークの選択（Select VMNetworks）]画面で、[VMネッ

トワーク（VM Networks）]鉛筆アイコンをクリックして VMネットワークを編集します。
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になっている場合、[VMの複製：
VMネットワークの選択（Clone VM: Select VM Networks）]画面は空です。

（注）

ステップ 23 [選択（Select）]画面で、VMに関連付けるクラウドを選択します。

ステップ 24 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 25 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 26 [VMの複製（Clone VM）]の [カスタマイズのオプション（Customization Options）]画面で [導入

アセスメントの実行（Perform deployment assessment）]をオンにした場合は、[導入アセスメント
（Deployment Assessment）]画面に表示されるアセスメントのレポートを確認します。
このアセスメントレポートでエラーが特定された場合、前の画面に戻り、要求を送信する前に、

エラーを修正します。アセスメントレポートにエラーが表示されなかった場合は続行できます。

ステップ 27 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 28 [VMの複製（Clone VM）]の [概要（Summary）]画面に表示された複製済み VMの情報を確認し

ます。

ステップ 29 [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。

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。

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。（注）
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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。

手順

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 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 VDCの移動先となる VMを含む行を選択します。
ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンリストから、[VMをVDCに移動（MoveVM

to VDC）]を選択します。
ステップ 6 [VMを VDCに移動（Move VM to VDC）]画面では、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。
VMの複製, （27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。

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページで [クラウド（Clouds）]をクリックします。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 再同期する VMを含む行を選択します。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから [VMの再同期（Resync VM）]

を選択します。

ステップ 6 [VMの再同期（Resync VM）]画面で、[最大待機時間（Max Wait Time）]ドロップダウンリスト
から 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。
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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。

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページでクラウドを選択します。

ステップ 3 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 4 タグを追加する VMを含む行をクリックします。
ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから [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）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明フィールド

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

作成を参照してください。

[タグ名（Tag Name）]ドロップダウンリスト

タグの値を選択します。[タグ値（Tag Value）]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

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
作成を参照してください。

ISO イメージを CD/DVD ドライブとしてマウント
ISOはディスクイメージです。物理ドライブを使用せずに、ISOイメージを VMにマウントでき
ます。仮想マシンにマウントすると、物理ディスクを使用せずに仮想CD/DVDドライブからファ
イルを開いたり、抽出したり、使用したりすることができます。
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手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 3 ISOイメージをマウントする VMを含む行をクリックします。
ステップ 4 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから、[ISOイメージを CD/DVDド

ライブとしてマウント（ISOイメージを CD/DVDドライブとしてマウント）]を選択します。
ステップ 5 [CD/DVDドライブマウント ISO（CD/DVD Drive Mount ISO）]画面で、使用可能なイメージのリ

ストから ISOイメージを選択します。
ステップ 6 次のいずれかのオプションを選択します。

• [新しい CD/DVDドライブの作成（Create New CD/DVD Drive）]を選択し、[VMの電源オフ
（Power OFF VM）]をオンにします。

• [既存の CD/DVDドライブの使用（Use Existing CD/DVD Drive）]を選択し、[DVD/DVDドラ
イブの選択（Select DVD/DVD Drive）]ドロップダウンリストからドライブを選択します。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。
新規または既存の CD/DVDドライブが VMにマップされます。VMにログインし、マップされた
ドライブを表示できます。

CD/DVD ドライブとしての ISO イメージのマウント解除
仮想マシン上のCD/DVDドライブにすでに接続されている ISOイメージのマウントを解除できま
す。

手順

ステップ 1 [仮想（Virtual）] > [コンピューティング（Compute）]を選択します。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）]ページで [VM（VMs）]をクリックします。

ステップ 3 ISOイメージのマウントを解除する VMを含む行をクリックします。
ステップ 4 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから、[CD/DVDドライブとしての

ISOイメージのマウント解除（UnMount ISO Image As CD/DVD Drive）]を選択します。
ステップ 5 [CD/DVDドライブのマウント解除 ISO（CD/DVD Drive UnMount ISO）]画面で、マウント解除す

る CD/DVDを [CD/DVDドライブの選択（Select CD/DVD Drive）]ドロップダウンリストから選
択します。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
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