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RHEV KVM クラウドの作成
はじめる前に

Red Hat Enterpriseの仮想マシン（VM）およびハイパーバイザのインストール。

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 [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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説明名前

[Red Hat KVM]を選択します。
次のフィールドは、[RHEV KVM]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。

（注）

[クラウドタイプ（Cloud Type）]ドロップダウンリ
スト

ドロップダウンリストからアカウントを関連付ける

には、[ポッド（Pod）]を選択します。
[POD]ドロップダウンリスト

[Red Hat KVM]を選択します。

次のフィールドは、[Red Hat KVM]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。

（注）

[アカウントタイプ（Account Type）]ドロップダウ
ンリスト

新しいアカウントの説明。[説明（Description）]フィールド

RHEV KVMサーバのアドレス。[サーバのアドレス（Server Address）]フィールド

オンにすると、アカウントは既存のクレデンシャル

ポリシーを使用します。

[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

RHEV KVMサーバのユーザ名。[サーバのユーザID（Server User ID）]フィールド

RHEV KVMサーバのパスワード。[サーバのパスワード（Server Password）]フィール
ド

新しいアカウントに関連付けられたドメイン。[ドメイン（Domain）]フィールド

アカウントで使用されるサーバアクセスポート（デ

フォルト値は 443）。
[サーバアクセスポート（ServerAccessPort）]フィー
ルド

アカウントに関連付けられているサービスプロバ

イダー

[サーバプロバイダー（Server Provider）]フィール
ド

クラウドの連絡先の電子メールアドレス。[連絡先（Contact）]フィールド

アカウントの場所。[ロケーション（Location）]フィールド

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
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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 クラウド名を選択します。

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。

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し、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。

コンピューティングポリシーのあらゆる面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ホストマシンを利用でき

なくなる場合があります。

（注）

RHEV KVM 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）] > [仮想/ハイパーバイザポリシー（Virtual/Hypervisor Policies）]
> [コンピューティング（Computing）]を選択します。

ステップ 2 [RHEV KVMコンピューティングポリシー（RHEV KVM 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（AddComputingPolicy）]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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説明名前

ポリシーの名前。

この名前はカタログ定義中に使用されま

す。

（注）

[ポリシー名（Policy Name）]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明（Policy Description）]フィールド

リソース割り当てを行う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

導入の適用範囲を選択します。

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。

（注）

[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

データセンター（ポッド）を選択します。[Datacenter（データセンター）]ドロップダウンリ
スト

クラスタ範囲のタイプを選択します（すべてまたは

除外）。

[クラスタ範囲（Cluster Scope）]ドロップダウンリ
スト

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。さらに選択するには、ドロッ

プダウンリストから [未満（less than）]または [等
しい（equals to）]値を選択します。

[条件の最小値（MinimumConditions）]チェックボッ
クス

展開オプション

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。

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

[サイズ変更オプション（Resizing Options）]

プロビジョニング前のVMサイズの変更や、既存の
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。

[VMのサイズ変更を許可（Allow Resizing of VM）]
チェックボックス
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説明名前

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。

このオプションは、[VMのサイズ変更を
許可]を選択した場合に表示されます。

（注）

[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。

このオプションは、[VMのサイズ変更を
許可]を選択した場合に表示されます。

（注）

[メモリの許容値（MB単位）（Permitted Values for
Memory in MB）]フィールド

ステップ 5 [追加（Add）]をクリックします。

RHEV KVM 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 [RHEV KVMストレージポリシー（RHEV KVM Storage Policy）]タブ

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。

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

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
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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。

[クラウド名（Cloud Name）]ドロップダウンリス
ト

ポッドを選択します。[Datacenter（データセンター）]ドロップダウンリ
スト

範囲

クラスタ範囲のタイプを選択します（包含または除

外）。

[データストアのスコープ（Data Stores Scope）]ド
ロップダウンリスト

（オプション）選択済みのデータストアを選択しま

す。

[選択したデータストレージドロップダウン]ボタン

[ストレージオプション（Storage Options）]

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。さらに選択するには、ドロップダウンリス

トから [未満（less than）]または [等しい（equals
to）]値を選択します。

[最小条件]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

RHEV KVM ネットワークポリシーの作成

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）]
> [ネットワーク（Network）]の順に選択します。

ステップ 2 [RHEV KVMネットワークポリシー（RHEV KVM Networking 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（NetworkPolicy 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。

    Cisco UCS Director Red Hat Enterprise KVM 管理ガイド、リリース 5.5
6

KVM コネクタの追加
RHEV KVM ネットワークポリシーの作成



説明名前

ネットワークポリシーの名前。[ポリシー名（Policy Name）]フィールド

ネットワークポリシーの説明。[ポリシーの説明（Policy Description）]フィールド

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。

[クラウド名（Cloud Name）]ドロップダウンリス
ト

ポッドを選択します。[Datacenter（データセンター）]ドロップダウンリ
スト

ネットワークを選択します。[ネットワーク名（Network Name）]ボタン

[オン（ON）]または [オフ（OFF）]のどちらかを
選択します。

[リンクの状態（Link State）]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必要な場

合は、このオプションをオンにします。

[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。

（注）

[アダプタのタイプ（Adapter Type）]ドロップダウ
ンリスト

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 [追加のネットワーク（Additional Networks）]セクションで、[追加（Add）]（+）をクリックします。[追
加のネットワークへのエントリの追加（Add Entry to Additional Networks）]ダイアログボックスが表示さ
れます。

ステップ 7 [追加のネットワークへのエントリの追加（Add Entry to Additional 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。

説明名前

ネットワークポリシーの名前。[NICエイリアス（NIC Alias）]フィールド

ネットワークポリシーの説明。[ネットワーク名（NetworkName）]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。

[リンクの状態（Link State）]ドロップダウンリス
ト
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説明名前

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必要な場

合は、このオプションをオンにします。

[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。

（注）

[アダプタのタイプ（Adapter Type）]ドロップダウ
ンリスト

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

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。

Cisco UCS DirectorにはデフォルトのVDCがあり、検出されたすべてのVMは、このデフォル
トVDCの一部です。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。

（注）

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。サービスリクエストを作成するときに、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。

    Cisco UCS Director Red Hat Enterprise KVM 管理ガイド、リリース 5.5
8

KVM コネクタの追加
仮想データセンター



RHEV KVM 仮想ポッドの作成
このタスクでは、導入、ストレージ、ネットワーキング、コンピューティングのポリシーを指定

します。追加情報については『Cisco UCS Director System Administration Guide』を参照してくださ
い。

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。 [VDCの追加（VDC 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。

説明名前

アカウントタイプを選択します。[アカウントタイプ（Account Type）]ドロップダウ
ンリスト

ステップ 4 [送信（Submit）]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、次のフィールドに入力します。

説明名前

vDCの名前。

名前は、入力した後では編集できません。

[vDC名（vDC Name）]フィールド

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。

[ロック済みの vDC（vDC Locked）]チェックボッ
クス

vDCに固有の説明。[vDCの説明（vDC Description）]フィールド

vDCの設定の対象となるグループを選択します。さ
らにグループを追加するには、[+]アイコンをクリッ
クします。

[グループ（Group）]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。[クラウド名（Cloud Name）]ドロップダウンリス
ト

[承認者と連絡先（Approvers and Contacts）]
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説明名前

サービスリクエストを承認する必要があるユーザ。[第1承認者のユーザ名（First Approver User Name）]
フィールド

サービスリクエストを承認する必要がある 2番目
のユーザ。

[第2承認担当者のユーザ名（Second Approver User
Name）]フィールド

オンにすると、すべてのユーザからの承認が必要で

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

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。

[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

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。

[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

[ポリシー（Policies）]

vDCに適用できるシステムポリシーを選択します。[システムポリシー（System Policy）]ドロップダウ
ンリスト

vDCに適用できるコンピューティングポリシーを
選択します。

[コンピューティングポリシー（ComputingPolicy）]
ドロップダウンリスト

vDCに適用できるネットワークポリシーを選択し
ます。

[ネットワークポリシー（Network Policy）]ドロッ
プダウンリスト

vDCに適用できるストレージ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
ウンリスト

vDCに適用できる導入ポリシーを選択します。[導入ポリシー（Deploy Policy）]ドロップダウンリ
スト

エンドユーザポリシーを選択します。[エンドユーザセルフサービスポリシー（End User
Self-Service Policy）]ドロップダウンリスト

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

    Cisco UCS Director Red Hat Enterprise KVM 管理ガイド、リリース 5.5
10

KVM コネクタの追加
RHEV KVM 仮想ポッドの作成



KVM 導入ポリシーの作成

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 [KVM導入ポリシー（KVM Deployment 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。

説明名前

KVM導入ポリシーの名前。[ポリシー名（Policy Name）]フィールド

KVM接続ポリシーの説明。[ポリシーの説明（Policy Description）]フィールド

使用する VM名のテンプレートの名前。Cisco UCS
Directorでは、変数名のセットを使用して、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}

[VM名のテンプレート（VMNameTemplate）]フィー
ルド

ドロップダウンリストから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

デフォルトでは、以前にプロビジョニングされてい

て、削除された VM名が、新しい VMを作成する
際に使用されます。以前に使用していたVMの名前
を再利用しない場合は、このチェックボックスをオ

フにします。

[VM名のリサイクル（Recycle VM Name）]チェッ
クボックス

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

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）のセルフプロビジョニングができま
す。システム管理者またはエンドユーザ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。これらを編集したり、削除することはで

きません。
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•標準（Standard）

•詳細設定（Advanced）

• [サービスコンテナ（Service Container）]

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、以前に作成したフォルダに追加するか、新しいフォルダを作

成します。フォルダはカタログが含まれている場合にのみシステムに表示されます。

[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またはすべてのフォルダのフォルダアイ
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。

重要

[カタログ（Catalog）]オプションをメニューバーに置くと、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）
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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。

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。

一度作成したら、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。

[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。他のグループが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
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説明名前

[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

選択し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

クボックスをオフにすると、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 newVMfor 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。

MSP管理者である場合は、ご自身のMSP組織と
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
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説明名前

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。

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（ServiceContainer
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 [+]アイコンをクリックして新しい
フォルダを作成します。

[新しいフォルダの追加（AddNewFolder）]
ダイアログボックスで新しいフォルダを

作成するには、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
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説明名前

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

[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
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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。

[クレデンシャルのオプション（CredentialOptions）]
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

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
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説明名前

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（Cost Computation）]

[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のコ

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アプリケーションのコスト（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、[リース時間（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、[リース時間（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が VMのリース時間を設定
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。

[エンドユーザのリース設定を表示しない（Hideend
user lease configuration）]チェックボックス
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説明名前

サービスエンドユーザが後で VMプロビジョニン
グ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。

[エンドユーザの VMプロビジョニングを後で表示
しない（Hide end user VM provision 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（Web Access Configuration）]

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（Remote
Desktop Access Configuration）]

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
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説明名前

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（VMRC Console
Configuration）]

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。

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（Approvals）]

•プロビジョニング
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•ライフサイクルの設定および通知

[展開構成（DeploymentConfiguration）]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。

（注）

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。

標準のカタログ用サービスリクエストの作成

管理者がカタログをグループに発行すると、エンドユーザは必要なカタログを選択してサービス

リクエストを作成できます。管理者は、オーケストレーションワークフローが含まれるSelf-Service
portalをカタログの形式で提供します。管理者が発行できるカタログには、標準のカタログ、詳
細、サービスコンテナがあります。

管理者が [サービスリクエストの作成（Create Service Request）]権限を自分のロールに対して
有効にした場合にのみ、この手順を実行できます。この [サービスリクエストの作成（Create
Service Request）]権限で [サービス（Services）]メニューオプションからのみアクセスできる
[リクエストの作成（Create Request）]オプションを有効または無効にできます。これは、[カ
タログ（Catalog）]メニューオプションの [リクエストの作成（CreateRequest）]オプションに
は影響しません。

重要

ステップ 1 メニューバーで、[サービス（Services）]を選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト（Service Requests）]タブをクリックします。

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 ServiceRequest）]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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説明名前

カタログのタイプ。[標準（Standard）]を選択。

その他のオプションには以下が含まれます。

• [詳細（Advanced）]：このカタログタイプは
オーケストレーションワークフロー専用です。

• [サービスコンテナ（ServiceContainer）]：この
カタログタイプはアプリケーションコンテナ

で使用されます。

[カタログタイプ（Catalog Type）]ドロップダウン
リスト

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 6 [カタログの選択]ペインで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

[VM所有者（VM Ownership）]

このラジオボタンを選択して VMをプロビジョニ
ングする顧客組織を選択します。

[顧客組織（Customer Organization）]ラジオボタン

[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。

このフィールドは [グループ（Group）]
ラジオボタンが選択されたときだけ表示

されます。

（注）

[顧客組織（Customer Organizations）]フィールド

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）]ラジオボタン

[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。

（注）

[ユーザ（User）]フィールド
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説明名前

以前に選択したカタログタイプを表示します。次

のいずれかを設定できます。

•標準（Standard）

•詳細設定（Advanced）

• [サービスコンテナ（Service Container）]

[カタログタイプ（Catalog Type）]ドロップダウン
リスト

VMのプロビジョニングに使用されるカタログを選
択します。

[カタログの選択（Select Catalog）]ドロップダウン
リスト

サービスリクエストの送信前に予算割り当て、リ

ソース制限およびリソース利用状況の評価を実行す

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、[導入評価
（DeploymentAssessment）]ペインに評価のサマリー
が表示されます。

このオプションは、VMwareカタログと ISO
ベースでないカタログにのみ表示されます。

重要

[導入評価の実行（Perform deployment assessment）]
チェックボックス

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。[導入設定（Deployment Configuration）]画面が表示されます。

ステップ 8 [導入仕様（Deployment Specification）]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

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。

[VDCの選択（SelectVDC）]ドロップダウンリスト

導入の設定に関するコメント。[コメント（Comment）]フィールド
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説明名前

[今すぐ（Now）]または [あとで（Later）]のいずれ
かを選択します。

[今すぐ（Now）]を選択すると、VMはただちにま
たは 90日以内にプロビジョニングされます。[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。

このチェックボックスは、管理者が [エンド
ユーザの VMプロビジョニングを後で表示
しない（Hide end user VM provision later）]
チェックボックスをオンにした場合のみ表

示されます。

重要

[プロビジョニング（Provision）]ドロップダウンリ
スト

VMのリース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。

VMを（自動的に）終了するまでのVMの保持期間
を日数および時間で割り当てることができます。

VMは指定の日数および時間の経過後に終了されま
す。

VMプロビジョニングに使用されるカタロ
グで管理者がリース時間をまだ指定してお

らず、[エンドユーザのリース設定を表示し
ない（Hide end user lease configuration）]
チェックボックスをオフにしている場合の

み、このフィールドが編集可能になります。

重要

[リース時間（Lease Time）]チェックボックス

この日数が経過すると VMが終了します。

このオプションは、[リース時間（Lease
Time）]チェックボックスをオンにした場
合に表示されます。

（注）

[日数（Days）]フィールド

選択した時間が経過すると VMが終了します。

このオプションは、[リース時間（Lease
Time）]チェックボックスをオンにした場
合に表示されます。

（注）

[時間（Hours）]フィールド
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説明名前

必要な場合は、VMのサフィックス名を指定しま
す。名前（ラベル）が VM名に追加されます。

これは、vDCに関連付けられた VMware
システムポリシー（上記で選択）で管理

者がこのオプションを有効にした場合に

のみ使用できます。

（注）

[VM名のサフィックス（VM Name Suffix）]フィー
ルド

これらのフィールドは、[リース時間（Lease
Time）]チェックボックスがオフになって
いる場合にのみ表示されます。コスト計算

が [サマリー（Summary）]ペインに表示さ
れます。

注目デフォルトのコスト計算期間の設定（Default Cost
Computation Period Settings）

ドロップダウンリストから請求期間を選択します。

[毎月（Monthly）]、[毎時（Hourly）]、[毎日
（Daily）]のいずれかが可能です。

[請求期間（Charge Duration）]ドロップダウンリス
ト

請求期間として [毎月（Monthly）]を選択した場合
は、デフォルトコストを計算する月数を指定しま

す。

[月（Month）]フィールド

請求期間として [毎時（Hourly）]を選択した場合
は、デフォルトコストを計算する時間数を指定し

ます。

[毎時（Hourly）]フィールド

請求期間として、[毎日（Daily）]を選択した場合
は、コストを計算する日数を指定します。

[毎日（Daily）]フィールド

ステップ 9 [次へ（Next）]をクリックします。
[カスタム仕様（Custom Specification）]画面で、次のフィールドに入力します。

説明名前

プロビジョニング中の VMに使用されている CPU
数。このリストは、コンピューティングポリシー

でサイズ変更オプションを設定している場合にのみ

使用可能です。

[CPUコア（CPU Cores）]フィールド

プロビジョニング中のVMのメモリ容量。このリス
トは、コンピューティングポリシーでサイズ変更

オプションを設定している場合にのみ使用可能で

す。

[メモリ（Memory）]フィールド
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説明名前

プロビジョニング中のVMのデータストア。選択で
きるデータストアのリストは、ストレージポリシー

で確立された条件により異なります。このオプショ

ンはストレージポリシーで有効または無効にする

ことができます。

[ディスク（Disks）]フィールド

プロビジョニング中のVMのストレージエントリ。
このリストは選択されたカタログに対して [仮想ス
トレージのカタログ（Virtual StorageCatalog）]が有
効にされている場合にのみ表示されます。

[ストレージ階層（Storage Tier）]フィールド

データストアを選択します。選択内容を確定するに

は、[送信（Submit）]をクリックします。複数の
ディスクを含むテンプレートでは、ディスクごとに

データストアの選択プロセスを繰り返す必要があり

ます。

各ディスクカテゴリ（システム、デー

タ、データベース、スワップ、およびロ

グ）に選択できるデータストアは 1つだ
けです。データストア項目のリストは、

ストレージポリシーの範囲条件により異

なります。

（注）

[データストアの選択（Select Datastore）]ドロップ
ダウンリスト

ステップ 10 [次へ（Next）]をクリックします。
[カスタムワークフローの入力値（CustomWorkflow Inputs）]画面が表示されます。カタログの作成中に、
VMのプロビジョニング用に選択されたカタログで、[プロビジョニング後のカスタムアクション（Post
Provisioning Custom Actions）]が選択された場合、カスタムワークフローの入力値が適用されます。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、エンドユーザはカスタム入力を指定できます入力

オプションはカタログに接続されたワークフローによって異なります。次のフィールドに入力します。

説明名前

サーバのMACアドレス。[MACアドレス（MAC Address）]フィールド

サーバの IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]フィールド

サーバのホスト名。[ホスト名（Host Name）]フィールド
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ステップ 11 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 12 [導入評価の実行（Perform deployment assessment）]チェックボックスをオンにした場合、[導入評価
（Deployment Assessment）]ペインに表示される評価レポートを確認します。
この評価レポートでエラーが特定されたら、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。評価レポートにエラーが表示されない場合、次のペインに進むことができます。

ステップ 13 [次へ（Next）]をクリックします。
[サマリー（Summary）]画面が表示されます。情報が正確であるか確認します。

ステップ 14 [送信（Submit）]をクリックします。
[送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、サービスリクエストが正常に送信されたことを確認
します。

次の作業

サービスリクエストのステータスを表示します。
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