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カタログ
事前定義されたカタログ項目を使用してインフラストラクチャをプロビジョニングできます。

カタログでは、インフラストラクチャ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。管理者は、カスタムフォルダとカタログ項目を作成したり、

フォルダまたはカタログを表示できるユーザグループまたは特定のユーザを指定できます。管

理者はまた、カタログ項目を作成する権限を与えることもできます。

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。

•規格

• Advanced

•サービスコンテナ

•ベアメタル
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デフォルトでは、カタログがタイルビュー形式で表示されます。右上隅でカタログをリスト表

示形式に切り替えることができます。

カタログ項目に関する追加の詳細を表示するには、そのカタログ項目がある行をクリックし、

[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

カタログに必要な権限
次の表に、利用可能なカタログアクションおよび必要な権限のリストを示します。

エンドユーザの権限タスク

デフォルトカタログの詳細の表示（2ページ）

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

（3ページ）

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

（4ページ）

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

ストの作成（5ページ）

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

作成（6ページ）

デフォルト導入可能性アセスメントの実行（6ページ）

追加の権限が必要標準カタログ項目の追加（7ページ）

追加の権限が必要詳細カタログ項目の追加（9ページ）

追加の権限が必要サービスコンテナのカタログ項目の追加（9
ページ）

追加の権限が必要ベアメタルカタログ項目の追加（10ページ）

追加の権限が必要カタログ項目の複製（11ページ）

追加の権限が必要カタログの編集

追加の権限が必要カタログの削除

カタログの詳細の表示
使用可能なカタログ項目の詳細は、管理者が定義したパラメータごとに異なります。
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ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 表示するカタログ項目を選択します。

ステップ 3 [詳細の表示（View Details）]をクリックし、カタログ項目に関する次の情報を表示します。

•カタログ（Catalog）：カタログ項目の名前。

•カタログの説明（Catalog Description）：カタログの説明。

•クラウド（Cloud）：VMプロビジョニング用のイメージを含むクラウド。

•イメージ（Image）：このカタログ項目を使用して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。

•グループ（Groups）：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するグループ。

•カテゴリ名（Category Name）：VDCカテゴリ。

•サポート用電子メール（Support Email）：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：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。

•他の OS（Other OS）：OSフィールドに指定されていないその他の OS。

•アプリケーション（Applications）：VMのプロビジョニング時に、VMにインストールされるアプリ
ケーション。

•他のアプリケーション（OtherApplications）：アプリケーションフィールドで指定されていないその他
のアプリケーション。

•テンプレートユーザ（Template User）：カタログ項目のクレデンシャルオプションで指定されたユー
ザ。

標準のカタログ用サービスリクエストの作成
標準カタログ項目は、クラウドのリストからのイメージを使用したVMプロビジョニングのた
めのサービスリクエストの作成などの、汎用サービスリクエストに使用されます。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 ナビゲーションペインで、[標準（Standard）]を選択します。

ステップ 3 サービスリクエストを作成するカタログ項目を選択し、[リクエストの作成（Create Request）]をクリッ
クします。

ステップ 4 [カタログの選択（Catalog Selection）]画面で、次の必須フィールドに値を入力します
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a) [グループ（Group）]または [ユーザ（User）]のラジオボタンを選択して、グループまたはユーザの
セットに対して VMをプロビジョニングするかどうかを指定します。

[ユーザ（User）]ラジオボタンを選択すると、VM所有権、VMアクセス権限、およびVM管理権限
を持つユーザを選択できます。

b) [導入アセスメントの実行（Perform deployment assessment）]をオンにして、サービスリクエストを
作成する前に VM導入のアセスメントを実行します。

ステップ 5 [Next]をクリックします。

ステップ 6 [導入設定（Deployment Configuration）]画面で、次の必須フィールドに値を入力します

a) [プロビジョン（Provision）]ドロップダウンリストから、VMをプロビジョニングするタイミングを
選択します。

[今すぐ（Now）]を選択すると、VMはすぐにプロビジョニングされます。[後で（Later）]を選択す
ると、カレンダーと時刻のドロップダウンリストが表示されます。

b) [リースタイム（LeaseTime）]をオンにして、指定したVMのリース時間を日と時間で設定します。
c) [請求期間（Charge Duration）]ドロップダウンリストから、デフォルトコストが計算される期間を
選択します。

デフォルトでは、この期間は [毎月（Monthly）]に設定されています。選択した期間に応じて、期間
を日数、月数、時間単位で指定できます。

ステップ 7 [Next]をクリックします。

ステップ 8 [カスタム仕様（CustomSpecification）]画面で、CPUコアとメモリを指定し、[次へ（Next）]をクリック
します。

ステップ 9 該当する場合は、[カスタムワークフロー（Custom Workflow）]画面で必須フィールドに値を入力し、
[次へ（Next）]をクリックします。

管理者がVMプロビジョニング用に選択し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を有
効にした場合、カスタムワークフロー入力が適用されます。プロビジョニング後のワークフローには、

カタログに添付されたワークフローに依存するカスタム入力が含まれます。

ステップ 10 [概要（Summary）]画面で、サービスリクエストの情報を確認します。

ステップ 11 [Submit]をクリックします。`

詳細なカタログのサービスリクエストの作成
詳細カタログ項目は、オーケストレーションワークフローの実行に使用されます。管理者に

よってプロビジョニングされたワークフローカタログ項目を実行できます。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 ナビゲーションペインで、[詳細（Advanced）]を選択します。
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ステップ 3 サービスリクエストを作成するカタログ項目を選択し、[リクエストの作成（Create Request）]をクリック
します。

ステップ 4 [カタログの選択（Catalog Selection）]画面で、オプションの電子メールアドレスを [サービスリクエスト
のサポート用電子メール（Service Request Support Email）]フィールドに入力し、[次へ（Next）]をクリッ
クします。

ステップ 5 該当する場合は、[カスタムワークフロー（Custom Workflow）]画面で必須フィールドに値を入力し、[次
へ（Next）]をクリックします。

管理者がVMプロビジョニング用に選択し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を有効
にした場合、カスタムワークフロー入力が適用されます。プロビジョニング後のワークフローでは、カタ

ログに添付されたワークフローに依存するカスタム入力を指定できます。

ステップ 6 [概要（Summary）]画面で、サービスリクエストの情報を確認します。

ステップ 7 [Submit]をクリックします。`

サービスコンテナカタログのサービスリクエストの作

成
サービスコンテナカタログ項目は、アプリケーションコンテナの VMプロビジョニングに使
用されます。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 ナビゲーションペインで、[サービスコンテナ（Service Container）]を選択します。

ステップ 3 サービスリクエストを作成するカタログ項目を選択し、[リクエストの作成（Create Request）]をクリック
します。

ステップ 4 [カタログ選択（Catalog Selection）]画面で [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 5 [導入設定（Deployment Configuration）]画面で、次の必須フィールドに値を入力します。

a) [プロビジョン（Provision）]ドロップダウンリストから、VMをプロビジョニングするタイミングを選
択します。

[今すぐ（Now）]を選択すると、VMはすぐにプロビジョニングされます。[後で（Later）]を選択する
と、カレンダーと時刻のドロップダウンリストが表示されます。

b) [サービスコンテナ名（Service Container Name）]フィールドに、サービスコンテナの名前を入力しま
す。

ステップ 6 [Next]をクリックします。

ステップ 7 [概要（Summary）]画面で、サービスリクエストの情報を確認します。

ステップ 8 [Submit]をクリックします。`

カタログ

5

カタログ

サービスコンテナカタログのサービスリクエストの作成



ベアメタルカタログのサービスリクエストの作成
ベアメタルカタログ項目は、ベアメタルサーバのワークフロー実行に使用されます。管理者

によって定義されたベアメタルサーバのプロビジョニングポリシーを使用してカタログ項目

を実行できます。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 ナビゲーションペインで、[ベアメタル（Bare Metal）]を選択します。

ステップ 3 サービスリクエストを作成するカタログ項目を選択し、[リクエストの作成（Create Request）]をクリック
します。

ステップ 4 [カタログ選択（Catalog Selection）]画面で [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 5 [カスタムワークフロー（Custom Workflow）]画面で、該当する場合は必須フィールドに入力し、[次へ
（Next）]をクリックします。

管理者がベアメタルサーバのプロビジョニング用に選択したカタログのプロビジョニング後のカスタム

アクションを有効にした場合、カスタムワークフロー入力が適用されます。プロビジョニング後のワーク

フローでは、カタログに添付されたワークフローに依存するカスタム入力を指定できます。

ステップ 6 [概要（Summary）]画面で、サービスリクエストの情報を確認します。

ステップ 7 [Submit]をクリックします。`

導入可能性アセスメントの実行
標準的なカタログ項目に対して導入可能性アセスメントを実行することで、導入可能なホスト

を評価できます。レポートには、ホストが導入可能かどうかが表示され、除外の理由が一覧表

示されます。設定されたすべてのVDCまたは選択したVDCについて導入可能性アセスメント
レポートを作成できます。

始める前に

管理者は、自身のロールに [導入可能性アセスメントを許可（AllowDeployabilityAssessment）]
権限を有効にして、このアクションを実行できるようにしておく必要があります。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 導入可能性アセスメントを実行する標準的なカタログ項目を選択し、[導入可能性アセスメント（Deployability
Assessment）]をクリックします。

ステップ 3 [vDCの選択（Select vDC）]画面で、次のいずれかを実行します。

• [すべてのVDCでアセスメントを実行する（Run Assessment Across all VDCs）]チェックボックスをオ
ンにします。
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• [すべての VDCでアセスメントを実行する（Run Assessment Across all VDCs）]チェックボックスをオ
フにし、導入可能性アセスメントレポートに含める VDCSにマークを付けます。

ステップ 4 [Submit]をクリックします。`

標準カタログ項目の追加
カタログ項目を作成する際、カタログ項目を配置するフォルダを選択することもできます。た

とえば、標準のカタログ項目を作成すると、カタログ項目を配置する標準フォルダが自動的に

作成されます。また、新しいカタログ項目を作成し、固有の名前を割り当てることもできま

す。

始める前に

このオプションにアクセスするには、管理者が自分のユーザロールまたはグループの VDCの
エンドユーザセルフサービスポリシーで権限を与える必要があります。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 [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、[カタログのタイプ（Catalog Type）]ドロップダウンリストか
ら [標準（Standard）]を選択します。

ステップ 4 [Submit]をクリックします。`

ステップ 5 [基本情報（Basic Information）]画面で、次の必須フィールドに値を入力します。

a) [クラウド名（CloudName）]ドロップダウンリストから、VMプロビジョニングに使用されるイメー
ジを含むクラウドを選択します。

b) [イメージ（Image）]ドロップダウンリストから、このカタログ項目を使用してVMをプロビジョニ
ングするときに使用されるイメージを選択します。

カタログ項目の作成後は、カタログ項目名を変更できません。（注）

ステップ 6 [Next]をクリックします。

ステップ 7 [アプリケーションの詳細（Application Details）]画面で、次の必須フィールドに値を入力します。

a) [OSの指定（Specify OS）]ドロップダウンリストから、プロビジョニングされたときに 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、RHEV KVMではサポートされていません。

b) [他の OSの指定（Specify Other OS）]フィールドで、[OSの指定（Specify OS）]ドロップダウンリ
ストで使用できない OSを入力します。

このオプションは、RHEV KVMではサポートされていません。
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c) [アプリケーションの指定（SpecifyApplications）]チェックボックスリストで、プロビジョニング中
に VMにインストールされるアプリケーションをオンにします。

このオプションは、RHEV KVMではサポートされていません。

d) [他のアプリケーションの指定（Specify Other Applications）]フィールドで、[アプリケーションの指
定（Specify Applications）]ドロップダウンリストで使用できないアプリケーションを入力します。

このオプションは、RHEV KVMではサポートされていません。

e) [アプリケーションコード（Application Code）]フィールドに、VM名で使用されるアプリケーショ
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。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。このオプションは、RHEV KVMではサポート
されていません。

ステップ 8 [Next]をクリックします。

ステップ 9 [ユーザクレデンシャル（UserCredentials）]画面で、必須フィールドに値を入力し、[次へ（Next）]をク
リックします。

このオプションは、RHEV KVMではサポートされていません。

ステップ 10 [カスタマイズ（Customizations）]画面で、次の必須フィールドに値を入力します。

a) 自動ゲストカスタマイズを有効にするには、[自動ゲストカスタマイズの有効化（Automatic Guest
Customization Enable）]をオンにします。

これがオンでない場合は、DNS、ネットワーク、およびゲストOSのプロパティは設定されません。

b) [アクティブな VMアプリケーションコスト（Active VM Application Cost）]フィールドに、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、RHEV KVMではサポートされていません。

c) [非アクティブな VMアプリケーションコスト（Inactive VM Application Cost）]フィールドに、この
カタログ項目に対する非アクティブな状態の VMのコストを入力します。

このオプションは、RHEV KVMではサポートされていません。

ステップ 11 [Next]をクリックします。

ステップ 12 [VMアクセス（VM Access）]画面で、必須フィールドに値を入力し、[次へ（Next）]をクリックしま
す。

ステップ 13 [サマリー（Summary）]画面で、標準カタログ項目の情報を確認します。

ステップ 14 [Submit]をクリックします。`

次のタスク

標準カタログ項目を作成したら、標準カタログ項目をクリックし、[編集（Edit）]または [削除
（Delete）]をクリックすることで、その標準カタログ項目を編集または削除できます。
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詳細カタログ項目の追加
詳細カタログ項目を作成すると、サービスリクエストを作成するときに実行できるワークフ

ローカタログをプロビジョニングできます。詳細カタログ項目は、グループ名、ワークフロー

などのパラメータを定義して作成できます。使用可能なパラメータは、管理者が設定したオプ

ションによって異なる場合があります。

始める前に

このオプションにアクセスするには、管理者が自分のユーザロールまたはグループの VDCの
エンドユーザセルフサービスポリシーで権限を与える必要があります。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。

ステップ 3 [カタログの追加（AddCatalog）]画面で、[カタログのタイプ（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 4 [Submit]をクリックします。`

ステップ 5 [基本情報（Basic Information）]画面で、必須フィールドに値を入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

カタログ項目の作成後は、カタログ項目名を変更できません。（注）

ステップ 6 [vAppワークフロー（vApp Workflow）]画面で、詳細カタログ項目に実行するワークフローにマークを付
け、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 [サマリー（Summary）]画面で、詳細カタログ項目の情報を確認します。

ステップ 8 [Submit]をクリックします。`

サービスコンテナのカタログ項目の追加
アプリケーションコンテナの VMプロビジョニング用のサービスコンテナのカタログ項目を
作成できます。サービスリクエストが作成されると、サービスコンテナのカタログ項目で指

定されたアプリケーションコンテナテンプレートが適用されます。使用可能なパラメータは、

管理者が設定したオプションによって異なる場合があります。

始める前に

このオプションにアクセスするには、管理者が自分のユーザロールまたはグループの VDCの
エンドユーザセルフサービスポリシーで権限を与える必要があります。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
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ステップ 3 [カタログの追加（AddCatalog）]画面で、[カタログのタイプ（Catalog Type）]ドロップダウンリストから
[サービスコンテナ（Service Container）]を選択します。

ステップ 4 [Submit]をクリックします。`

ステップ 5 [基本情報（Basic Information）]画面で、必須フィールドに値を入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

カタログ項目の作成後は、カタログ名を変更できません。（注）

ステップ 6 [サマリー（Summary）]画面で、サービスコンテナのカタログ項目の情報を確認します。

ステップ 7 [Submit]をクリックします。`

ベアメタルカタログ項目の追加
ベアメタルカタログ項目を作成する際、サービスリクエストの作成時に実行できるベアメタ

ルサーバのプロビジョニングポリシーを指定できます。ベアメタルサーバをプロビジョニン

グする際に使用する VMware vAppワークフローを指定することもできます。

始める前に

このオプションにアクセスするには、管理者が自分のユーザロールまたはグループの VDCの
エンドユーザセルフサービスポリシーで権限を与える必要があります。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 [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、[ベアメタルのカタログ（Bare Metal Catalog）]ドロップダウン
リストから [サービスコンテナ（Service Container）]を選択します。

ステップ 4 [Submit]をクリックします。`

ステップ 5 [基本情報（Basic Information）]画面で、次の必須フィールドに値を入力します。

a) [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）]ドロップダ
ウンリストから、ベアメタルのカタログ項目に適用するポリシーを選択します。

管理者は、使用可能なベアメタルサーバのプロビジョニングポリシーを定義します。

カタログ項目の作成後は、カタログ項目名を変更できません。（注）

ステップ 6 [Next]をクリックします。

ステップ 7 [vAppワークフロー（vApp Workflow）]画面で、ベアメタルのカタログ項目に実行するワークフローに
マークを付け、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [サマリー（Summary）]画面で、ベースメタルのカタログ項目の情報を確認します。

ステップ 9 [Submit]をクリックします。`
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カタログ項目の複製
カタログ項目を複製すると、既存のすべてのプロパティが新しいカタログ項目にコピーされま

す。標準、詳細、またはサービスコンテナカタログ項目を複製できます。利用可能な画面と

フィールドは、管理者が設定したカタログのタイプとアクセス許可によって異なります。

始める前に

このオプションにアクセスするには、管理者が自分のユーザロールまたはグループの VDCの
エンドユーザセルフサービスポリシーで権限を与える必要があります。

ステップ 1 [カタログ（Catalogs）]を選択します。

ステップ 2 複製するカタログ項目を選択し、[複製（Clone）]をクリックします。

ステップ 3 [基本情報（Basic Information）]画面で、新しいカタログ項目名を指定し、必要に応じてフィールドを更新
して [次へ（Next）]をクリックします。

カタログ項目の作成後は、カタログ項目名を変更できません。（注）

ステップ 4 後続の画面で、必要に応じてフィールドを更新し、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 5 [サマリー（Summary）]画面で、カタログ項目の情報を確認します。

ステップ 6 [Submit]をクリックします。`
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