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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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CiscoUCSDirector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。（注）

複数ディスクの VM プロビジョニングの手順の概要

手順

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

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 [イメージ（Images）]をクリックします。

ステップ 4 複数のディスクがあるテンプレートを含む行をクリックし、[詳細の表示（ViewDetails）]をクリッ
クします。

ステップ 5 [ディスク（Disks）]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 ディスクタイプを割り当てるディスクを含む行をクリックして[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 [ディスクタイプの割り当て（Assign Disk Type）]画面で、ドロップダウンリストからディスク
タイプを選択します。
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次のいずれかを設定できます。

•システム

•データ

•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, （11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に指定されているデータストア容量が小数点以下に 2つの値（小数第 2
位）を取る 10進値に equals条件を使用している場合、VMware VMプロビジョニングは失敗
します。10進値を含む容量を指定する場合は、小数点以下の 1つの値（小数第 1位）に切り
上げます。

『Cisco UCS Director Troubleshooting Guide』を参照してください。

（注）
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ストレージポリシーの作成

手順

ステップ 1 [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 [ストレージ（Storage）]ページで [VMwareストレージポリシー（VMware Storage Policy）]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 [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）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

リソース割り当てが発生するクラウドを選択し

ます。

[ポリシー名（Policy Name）]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。

[ポリシーの説明（Policy Description）]フィー
ルド

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 UCSDirector VMwareManagement Guide
[英語]』を参照してください。

[クラウド名（CloudName）]ドロップダウンリ
スト

システムディスクスコープ

リンクの複製を使用するには、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、構

成はフル複製を使用します。

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

関連付けられたストレージプロファイルの1つ
以上の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。

[ストレージプロファイル（StorageProfile）]ド
ロップダウンリスト
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説明名前

導入のスコープを定義するには、次のいずれか

のオプションを選択します。

• [すべて（All）]

• [選択したデータストアを含む（Include
Selected Datastores）]

• [選択したデータストアを除外（Exclude
Selected Datastores）]

• [選択したデータストアクラスタを含む
(Include Selected Datastore Clusters)]

• [選択したデータストアクラスタを除外
(Exclude Selected Datastore Clusters)]

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。

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。

（注）

[データストア/データストアクラスタ範囲（Data
Stores/Data Store Clusters Scope）]ドロップダウ
ンリスト

[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 SelectedDatastore）]
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。

[選択済みのデータストア（Selected Data
Stores）]フィールド

共有データストアのみを使用するには、この

チェックボックスをクリックします。

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。

[共有データストアのみの使用（Use SharedData
Store Only）]チェックボックス

[選択済みのデータストアクラスタを含める
（Include 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。

[選択済みデータストアクラスタ（Selected
Datastore Clusters）]フィールド
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説明名前

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、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（SeparateVMDKs）]：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ルールタイプの選択（SDRSRuleType）]
ドロップダウンリスト

[VMDKを同時に管理する（Keep VMDKs
Together）]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。

[SDRSルールの選択（Select SDRS Rule）]
フィールド

ストレージオプション

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。

[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。

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。

[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。

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。

[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。

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。

[SANの使用（Use SAN）]チェックボックス
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説明名前

1つ以上の条件をデータストアフィルタに追加
したい場合、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。

ストレージポリシーに指定されてい

るデータストア容量が小数点以下に 2
つの値（小数第 2位）を取る 10進値
に equals条件を使用している場合、
VMware VMプロビジョニングは失敗
します。10進値を含む容量を指定す
る場合は、小数点以下の1つの値（小
数第 1位）に切り上げます。

たとえば、値が 10.25 GBの場合は、
データストアレポートに10.3GBと表
示されます。すべてのオプションにつ

いて、10.3未満の値であり、小数点の
後の 1つの値に丸めた 10.2 GB、10.1
GB、10 GBなどの値を指定する必要
があります。

（注）

[フィルタ条件（Filter Conditions）]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。

[テンプレートのオーバーライド（Override
Template）]チェックボックス
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説明名前

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（OverrideTemplate）]を選択した場合にの
み表示されます。

[シンプロビジョニングの使用（Use Thin
Provisioning）]チェックボックス

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。

このオプションは、[テンプレートのオーバーラ
イド（OverrideTemplate）]を選択した場合にの
み表示されます。

[手動ディスクサイズ（Manual Disk Size）]

VMライフサイクルのサイズ変更オプション

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。

[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

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。

[ディスクの許容値(GB単位)（Permitted Values
for Disk in GB）]フィールド

このチェックボックスをオンにすると、エンド

ユーザはサービスリクエストの作成中にデータ

ストアを選択できるようになります。

[スコープからのデータストアの選択をユーザに
許可します（Allow user to select datastores from
scope）]チェックボックス

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）]画面で、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。
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•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。

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）]画面で設定したシステムディスク
ポリシーと同じです。

（注）

ステップ 7 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) 編集するポリシーを含む行をクリックし、[編集（Edit）]をクリックしてディスクタイプを編
集します。

b) [ポリシーエントリの編集（Edit Policies Entry）]画面で、[システムディスクポリシーと同じ
（Same as System Disk Policy）]をオフにします。

c) [エントリの編集（Edit Entry）]画面で、次のフィールドに値を入力します。
ここに表示されるすべてのフィールドは、[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）]画面に表示されるフィールドと同じです。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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）]画面では、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) [追加（Add）]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。

説明フィールド

追加するディスクを説明するラベル。[ディスクラベル（Disk Label）]フィールド

ディスクのサイズ。[ディスクサイズ（GB）（Disk Size (GB)）]
フィールド

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 SystemPolicy）]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。

[ディスクタイプ（Disk Type）]ドロップダウ
ンリスト

コントローラオプション
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説明フィールド

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。

[コントローラタイプ（Controller Type）]ド
ロップダウンリスト

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。

[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

ディスクプロビジョニングオプション

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（LazyZeroed）
（Thick Provision Lazy Zeroed）]

• [シックプロビジョニング（eagerZeroed）
（Thick Provision eager Zeroed）]

[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

VMライフサイクルのサイズ変更オプション

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。

[ディスクのサイズ変更を許可（AllowResizing
of Disk）]チェックボックス

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。

[ディスクの許容値(GB単位)（Permitted Values
for Disk in GB）]フィールド

このチェックボックスをオンにすると、ユー

ザはサービスリクエストの作成中にデータス

トアを選択できるようになります。

[スコープからのデータストアの選択をユーザ
に許可します（Allowuser to select datastore from
scope）]チェックボックス
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ステップ 10 [送信（Submit）]をクリックします。
追加ディスクポリシーを使用して作成されるストレージポリシーを使用するには、VM
のプロビジョニングに使用される VDCとポリシーを関連付ける必要があります。

ポリシーに設定された追加ディスクポリシーを使用する場合は、複数のディスクテン

プレートのカタログ作成時に [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）]を必ずオフにしてください。カタログ
の作成方法の詳細については、カタログの管理を参照してください。

（注）

カタログの作成

カタログの追加

手順

ステップ 1 [ポリシー（Policies）] > [カタログ（Catalogs）]を選択します。
ステップ 2 [カタログ（Catalogs）]ページで、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 [カタログの追加（Add Catalog）]画面で、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。

• [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（ServiceContainer）]：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（Bare Metal）]：ベアメタルサーバのプロビジョニング用のカタログを作成す
るために使用します。

ベアメタルカタログの作成方法については、ベアメタルサーバカタログの作成を参照して

ください。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 5 [カタログの追加（Add Catalog）]の [基本情報（Basic Information）]画面で、次を含む必須フィー

ルドに値を入力します。
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説明名前

カタログの名前を入力します。

作成後に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（Catalog Description）]フィー
ルド

以前選択したカタログのタイプを表示します。

カタログタイプを変更するには、この手順を

キャンセルしてから再開する必要があります。

[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

ようにする場合に、この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

このカタログ項目を使用してサービスリクエス

トが作成された際に通知が送信されるサポート

担当者の電子メールアドレスを入力します。

[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

特定のユーザグループを選択する場合に、リス

トを展開して、このチェックボックスをクリッ

クします。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。

[Validate]をクリックします。

[選択されたグループ（Selected Groups）]リス
ト

デフォルトでは、この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、このボックスをオフに

します。このボックスをオフにしなかった場

合、このカタログは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（CloudName）]ドロップダウンリ
スト
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説明名前

選択されたイメージから新しいVMを複製する
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 newVM for ISOmounting）]チェッ
クボックス

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、およびその他のファイルなどの既存

のテンプレート）を選択し、[検証（Validate）]
をクリックします。

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組織とその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）]リスト

コンテンツライブラリVMテンプレートを使用
して新しいVMがプロビジョニングされている
ことを確認する場合に、このボックスをチェッ

クします。

このオプションを選択した場合、[イメージ
（Image）]リストは非表示になります。

[コンテンツライブラリ VMテンプレートを使
用した新しい VMのプロビジョニング
（Provision new VM using Content Library VM
Template）]チェックボックス

コンテンツライブラリVMテンプレートを選択
します。

[コンテンツライブラリ VMテンプレート
（Content Library VM Template）]リスト

Windowsライセンスを入力します。

このフィールドは、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。

（注）

[Windowsライセンスプール（Windows License
Pool）]フィールド
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説明名前

VMが ReadyClonesを使用して導入されるよう
にする場合に、このボックスをオンにします。

このボックスをオンにすると、[リンク済み複製
の使用（Use Linked Clone）]チェックボックス
と [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
single datastore）]のチェックボックスは編集で
きなくなります。

このチェックボックスは次の場合は

表示されません。

1.選択したイメージがHXデータスト
ア上にない。

2.VMに複数のディスクがある。

（注）

[ReadyCloneの使用（Use ReadyClone）]チェッ
クボックス

リンク済みの複製を使用する場合にこのボック

スをオンにします。

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。

このフィールドは、スナップショッ

トイメージが選択されている場合に

のみ表示されます。

（注）

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

単一データストアのすべてのディスクをプロビ

ジョニングする場合にこの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。

このフィールドは、選択したテンプ

レートに複数のディスクがある場合

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。

（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
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説明名前

リストからテンプレートを選択します。

このフィールドは、選択したカタロ

グタイプが [サービスコンテナ
（ServiceContainer）]である場合にの
み表示されます。

（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

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。使用可能なフォルダを選択

するか、または [フォルダの新規作成
（Create New Folder）]をクリックし
ます。

[新しいフォルダの追加（Add New
Folder）]画面で [フォルダ名（Folder
Name）]にフォルダ名を入力し、[フォ
ルダアイコン（Folder Icon）]を選択
して [追加（Add）]をクリックしま
す。

（注）

[フォルダの選択（Select Folder）]ドロップダウ
ンリスト

このフィールドは、選択したカタロ

グタイプが [ベアメタル（Bare
Metal）]である場合にのみ表示されま
す。

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

ユーザがサービスリクエストのステータスの送

信にサポート用電子メールを設定できるように

する場合に、この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 6 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 7 [カタログの追加（Add Catalog）]の [アプリケーションの詳細（Application Details）]画面で、次

を含む必須フィールドに値を入力します。

説明名前

リストを展開してVDC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
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説明名前

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ユーザが

オーバーライドできるようにする場合に、この

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連絡先

の電子メールアドレスを入力します。

[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

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（SpecifyOS）]ドロップダウンリス
トで選択できない OSを入力します。

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（SpecifyOtherOS）]フィールド

プロビジョニング時にVMにインストールする
アプリケーションを指定する場合に、該当する

ボックスをオンにします。

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）

[アプリケーションの指定（Specify
Applications）]チェックボックス

[アプリケーションの指定（Specify
Applications）]チェックボックスから使用でき
ない他のアプリケーションを入力します。

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

    Cisco UCS Director リリース 6.5 アドミニストレーションガイド
16

複数ディスクの VM プロビジョニング
カタログの追加



説明名前

VM名に使用するアプリケーションコードを入
力します。

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 8 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 9 [カタログの追加（Add Catalog）]の [ユーザクレデンシャル（User credentials）]画面で、次を含

む必須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。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（Credential Options）]で
共有されているときのみ使用できま

す。

（注）

[ユーザ ID（User ID）]フィールド
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説明名前

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（Credential Options）]で
共有されているときのみ使用できま

す。

（注）

[パスワード（Password）]フィールド

ステップ 10 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 11 [カタログの追加（AddCatalog）]の [カスタマイズ（Customization）]画面で、次を含む必須フィー

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。

[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（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場合に、このボックスをオ

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。

このフィールドは、[仮想ストレージ
カタログの有効化（Virtual Storage
CatalogEnable）]がオンの場合に表示
されます。

（注）

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

コスト計算
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説明名前

[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

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。

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）

[アクティブな VMアプリケーションのコスト
（USD）（Active VM Application Cost USD）]
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。

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）

[非アクティブな VMアプリケーションのコス
ト（USD）（InactiveVMApplicationCostUSD）]
フィールド

VMライフサイクル設定

リース時間（日数と時間数）を定義する場合

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

これを行うには、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
場合に表示されます。

（注）

[日数（Days）]フィールド

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
場合に表示されます。

（注）

[時間（Hours）]フィールド

サービスユーザによってVMのリース時間が設
定されないようにするには、このボックスをオ

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

サービスユーザによって、後からVMがプロビ
ジョニングされないようにするには、このボッ

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 VM provision later）]
チェックボックス

ステップ 12 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 13 [カタログの追加（Add Catalog）]の [VMアクセス（VM Access）]画面で、次を含む必須フィー

ルドに値を入力します。
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説明名前

VMへのWebアクセスを有効にする場合に、こ
の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。

[Webアクセス設定の有効化（Web Access
Configuration Enable）]チェックボックス

VMの URLを入力します。

このフィールドは、[Webアクセス設
定の有効化（WebAccess Configuration
Enable）]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を入力します。

このフィールドは、[Webアクセス設
定の有効化（WebAccess Configuration
Enable）]がオンの場合に表示されま
す。

（注）

[ラベル（Label）]フィールド

VMへのリモートアクセスを有効にする場合
に、この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。

[リモートデスクトップのアクセス設定の有効
化（Remote Desktop Access Configuration
Enable）]チェックボックス

サーバのリモートアクセス用 IPアドレスを入
力します。

このフィールドは、[リモートデスク
トップのアクセス設定の有効化

（Remote Desktop Access Configuration
Enable）]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を入力

します。

このフィールドは、[リモートデスク
トップのアクセス設定の有効化

（Remote Desktop Access Configuration
Enable）]がオンの場合に表示されま
す。

（注）

[ポート（Port）]フィールド
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説明名前

このリモートアクセスに定義されたラベルを入

力します。

このフィールドは、[リモートデスク
トップのアクセス設定の有効化

（Remote Desktop Access Configuration
Enable）]がオンの場合に表示されま
す。

（注）

[ラベル（Label）]フィールド

VMRCコンソールがVMにアクセスできるよう
にする場合に、この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。

[VMRCコンソール設定の有効化（VMRC
Console Configuration Enable）]チェックボック
ス

ステップ 14 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 15 [カタログの追加（Add Catalog）]の [概要（Summary）]画面に表示されたカタログ情報を確認し

ます。

ステップ 16 [送信（Submit）]をクリックします。

VM ディスクの作成
[VMディスクの作成（Create VMDisk）]を使用して、プロビジョニング済みのVMまたは検出さ
れた VMにカスタムサイズの追加ディスクを追加できます。

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 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。
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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

[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
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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

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。

[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。
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