VM ライフサイクルの管理
この章は、次の項で構成されています。
• VM ライフサイクルの管理, 1 ページ
• VM の電力管理, 2 ページ
• VM のサイズ変更, 3 ページ
• VM ディスクのサイズ変更, 5 ページ
• VM スナップショットの管理, 5 ページ
• 他の VM アクションの管理, 8 ページ

VM ライフサイクルの管理
仮想マシン（VM）で、プロビジョニング後のライフサイクル管理アクションを実行できます。
これらのアクションは大きく 4 つのカテゴリに分類されます。
• VM の電源管理：VM の電源オン、電源オフ、一時停止、再開、ゲストのシャットダウン、
スタンバイ、リセット、および再起動。
• VM のサイズ変更：VM のサイズ変更および VM ディスクのサイズ変更。
• VM スナップショット管理：スナップショットの作成、スナップショットの復帰、スナップ
ショットをゴールデンとしてマーキング、スナップショットの削除、すべてのスナップショッ
トの削除。
• その他の VM アクション：VM ディスクの作成、VM ディスクの削除、VM の修復、vNIC の
追加、vNIC の削除、VM の状態の保存、保存した VM の状態の破棄、VM の詳細の表示、
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VM のスタック ビュー、VM の割り当て、VM クレデンシャルの割り当て、VM クライアン
トの起動、インベントリ収集のリクエスト。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

VM でアクションを実行するには、VM を選択して次のいずれかを実行します。
• VM テーブルの上部に表示されるアクション（VM の割り当て、VM クライアントの起動など）をク
リックします。
• VM テーブルの右上隅にあるドロップダウン アイコンをクリックして、アクションを選択します。
• VM を右クリックして、ドロップダウン メニューからアクションを選択します。

VM の電力管理
VM の電源オン、電源オフ、一時停止、リセット、再起動などのアクションを含む VM の電源機
能を管理できます。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

VM テーブルの右上隅にあるドロップダウン アイコンからアクションを選択します。
次のアクションは VM の電源状態に応じて表示されます。
操作

説明

[電源オン（Power On）]

VM の電源をオンにします。

[電源オフ（Power Off）]

VM の電源をオフにします。

[一時停止（Suspend）]

VM を一時停止の状態にします。

[ゲストのシャットダウン（Shutdown Guest）]

VM でゲスト OS をシャットダウンします。

[リセット（Reset）]

VM のハード リセットを実行します。

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 向け Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.5
2

VM ライフサイクルの管理
VM のサイズ変更

ステップ 5

アクションを選択すると表示される [VM タスク（VM Task）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに
入力します。
名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィール VM の名前。
ド
[タスク（Task）] フィールド

選択した電源管理タスクが表示されます。

[コメント（Comments）] フィー 必要に応じてコメントを入力します。
ルド
[アクションのスケジュール設定 次のいずれかのオプションをクリックします。
（Schedule Action）] オプション
• [今すぐ実行（Execute Now）]：アクションを VM にただちに適用
ボタン
します。
• [あとで実行（Execute Later）]：指定した日時にアクションを VM
に適用します。

ステップ 6

[続行（Proceed）] をクリックします。

VM のサイズ変更
VM の CPU 数とメモリを変更したり、必要に応じて動的メモリの有効化を選択することができま
す。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

サイズを変更する VM を選択します。
（注）
VM の電源はオフにする必要があります。VM が電源オン状態の場合は、[電源オフ（Power Off）]
アクションを使用して VM の電源をオフにしてください。

ステップ 5

[VM のサイズ変更（Resize VM）] をクリックします。

ステップ 6

[VM のサイズ変更（Resize VM）] 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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名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィール VM の名前。
ド
[現在の割り当て CPU（Current
Allocated CPU）] フィールド

VM の現在の CPU。

[動的メモリ（Dynamic
Memory）] フィールド

VM の動的メモリの有効化ステータスを表示します。

[現在の割り当てメモリ（GB）
（Current Allocated Memory
(GB)）] フィールド

VM の現在のメモリを表示します。

[新しい CPU 数（New CPU
新しい CPU 数を選択します。
Count）] ドロップダウン リスト
[動的メモリの有効化（Enable
動的メモリを有効にする場合は、チェックボックスをオンにします。
Dynamic Memory）] チェックボッ
クス
[新しいメモリ（New Memory）] このフィールドは、[動的メモリの有効化（Enable Dynamic Memory）]
ドロップダウン リスト
チェックボックスをオフにした場合に表示されます。新しいメモリ割
り当てを選択します。
[新しい起動メモリ（New Startup このフィールドは、[動的メモリの有効化（Enable Dynamic Memory）]
Memory）] フィールド
チェックボックスをオンにした場合に表示されます。新しい起動メモ
リ割り当て。
[新しい最大メモリ（MB）（New このフィールドは、[動的メモリの有効化（Enable Dynamic Memory）]
Maximum Memory (MB)）] フィー チェックボックスをオンにした場合に表示されます。新しい最大メモ
ルド
リ割り当て。
[新しいメモリバッファ（%）
（New Memory Buffer(%)）]
フィールド

このフィールドは、[動的メモリの有効化（Enable Dynamic Memory）]
チェックボックスをオンにした場合に表示されます。割合で指定され
る新しいメモリ バッファの割り当て。
これは、VM 内で動作しているアプリケーションとサービスに必要な
メモリ量を比較して、Hyper-V が VM に割り当てようとするメモリで
す。

ステップ 7

[サイズ変更（Resize）] をクリックします。
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VM ディスクのサイズ変更
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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

サイズを変更する VM を選択します。
（注）
VM は電源オフ状態である必要があります。VM が電源オン状態の場合は、[電源オフ（Power
Off）] アクションを使用して VM の電源をオフにしてください。

ステップ 5

テーブルの右上のドロップダウン アイコンから、[VM ディスクのサイズ変更（VM Disk Resize）] 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）] 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。
名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィール VM の名前。
ド
[ディスクの選択（Select Disk）] サイズを変更するディスクを選択します。
ドロップダウン リスト

ステップ 7

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

プロビジョニング済みディスクの合計サイズ（GB）。

[新しいサイズ（GB）（New
Size(GB)）] フィールド

ディスクの新しいサイズ（GB）。

[サイズ変更（Resize）] をクリックします。

VM スナップショットの管理
次の VM スナップショット アクションを実行できます。
• スナップショットの作成
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• スナップショットの復元
• スナップショットの削除
• すべてのスナップショットの削除
• スナップショットのゴールデンとしてのマーキング

（注）

電源オン状態の VM のスナップショットを管理できます。
[VM] タブで選択した VM については、VM テーブルの右上隅に表示されるドロップダウン アイ
コンで次のアクションを選択します（または [VM] を右クリックして、ドロップダウン メニュー
からアクションを選択します）。
名前

説明

[スナップショットの作成
（Create Snapshot）]

名前および説明を指定してスナップショットを作成します。

[スナップショットの復元
（Revert Snapshot）]

VM の最新のスナップショットに戻すことにより、VM を再稼働
させます。
VM のクラッシュまたは誤動作が発生した場合に、最新のスナッ
プショットに戻すことができます。複数のスナップショットがあ
る場合、特定のスナップショットを選択して復元させることがで
きます。

[ゴールデンとしてマーキング スナップショットをゴールデンとしてマーキングします。
（Mark Golden）]
スナップショットをゴールデンとしてマーキングすると、不用意
な削除を防ぐことができます。ゴールデン スナップショットを
削除する唯一の方法は、ゴールデン スナップショットのマーキ
ングを解除する（標準のスナップショットに戻す）ことです。
[スナップショットの削除
（Delete Snapshot）]

スナップショットを削除します。

[すべてのスナップショットの この VM のすべてのスナップショットを削除します。
削除（Delete all Snapshots）] ゴールデン スナップショットがなければ、すべてのスナップ
ショットを削除できます。すべてのスナップショットを削除する
には、最初にゴールデン スナップショットのマーキングを解除
しておく必要があります。
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VM スナップショットの作成
いつでも VM のスナップショットを作成できます。このスナップショットは、後で選択して復元
したり、削除することができます。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

VM テーブルの右上隅に表示されるドロップダウン アイコンをクリックして、[スナップショットの作成
（Create Snapshot）] を選択します。または、VM を右クリックしてドロップダウン メニューから [スナッ
プショットの作成（Create Snapshot）] を選択します。

ステップ 5

[仮想マシンのスナップショットの作成（Create Virtual Machine Snapshot）] 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。

ステップ 6

名前

説明

[スナップショット名（Snapshot Name）] フィール
ド

VM スナップショットの名前。

[スナップショットの説明（Snapshot Description）]
フィールド

VM スナップショットの説明。

[続行（Proceed）] をクリックします。
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スナップショットをゴールデンとしてマーキング
スナップショットをゴールデンとしてマーキングし、不用意な削除を防ぐことができます。ゴー
ルデンスナップショットを削除する唯一の方法は、ゴールデンスナップショットのマーキングを
解除する（標準のスナップショットに戻す）ことです。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

VM テーブルの右上隅に表示されるドロップダウン アイコンをクリックして、[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 5

[ゴールデン スナップショットのマーキング（Mark Golden Snapshot）] ダイアログ ボックスで、次のフィー
ルドに入力します。

ステップ 6

名前

説明

[スナップショット（Snapshot）] テーブル

VM 用に作成されたスナップショットのリストから
スナップショットを選択します。

[ゴールデン スナップショットとしてマーキング
（Mark As Golden Snapshot）] チェックボックス

スナップショットをゴールデン スナップショット
として指定するには、このチェックボックスをオン
にします。

[続行（Proceed）] をクリックします。

他の VM アクションの管理
VM と VM ディスクで実行できるアクションは以下とおりです。
• VM ディスクの管理（作成、サイズ変更、削除）
• VM の割り当て
• VM のサイズ変更
• VM クレデンシャルへのアクセス
• VM の状態の管理（状態の保存、保存した状態の破棄）
• vNIC の管理（追加、置換、編集、削除）
• インベントリ収集のリクエスト
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• 障害発生後の VM の修復
• 表示（詳細またはスタック ビュー）
[VM] タブで選択した VM については、VM テーブルの右上隅にあるドロップダウン リストから
（または [VM] ボタンを右クリックして）アクションを選択します。
名前

説明

[詳細の表示（View Details）] VM の詳細を表示します。
[VM の割り当て（Assign
VM）]

グループまたは vDC に VM を割り当てます。

[スタック ビュー（Stack
View）]

OS、VM、ハイパーバイザ、およびインフラストラクチャごとに
分類された VM 情報の全体的なビューを表示します。

必要に応じて VM のプロビジョニング時間、終了時間およびラベ
ルを設定し、VM カテゴリを変更できます。

[VM クレデンシャルにアクセ VM の Web またはリモート デスクトップのログイン クレデン
ス（Access VM Credentials）] シャル（Windows VM のみ）にアクセスします。
（注）
このオプションは、管理者がこの VM に対してカタロ
グで権限を提供している場合にのみ使用できます。
[VM のサイズ変更（Resize
VM）]

VM のサイズを変更します。
CPU 数とメモリを変更し、動的メモリを有効にすることができ
ます。

[インベントリ収集のリクエス 選択した VM のオンデマンドのインベントリ収集をリクエストし
ト（Inventory Collection
ます。インベントリ収集の最大待機時間を設定できます。
Request）]
[状態の保存（Save State）]

VM の状態を保存します。

[保存した状態の破棄（Discard 保存した VM の状態を破棄します。
saved state）]
[vNIC の追加（Add vNIC）]

VM に vNIC を追加（または置換）します。

[vNIC の削除（Delete vNIC）] VM に追加した vNIC を削除します。
[VM ディスクのサイズ変更
（VM Disk Resize）]

VM ディスクのサイズを変更します。

[VM ディスクの削除（Delete
VM Disk）]

選択した VM ディスクを削除します。

VM ディスクの新しいサイズを指定できます。
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名前

説明

[VM ディスクの作成（Create
VM Disk）]

新しい VM ディスクを作成します。

[VM ディスクの修復（Repair 選択した VM ディスクを修復します。このボタンは、障害が発生
VM Disk）]
した VM で利用できます。

VM の割り当て
必要に応じて、VM をグループまたは vDC に割り当てて VM カテゴリを変更できます。プロビ
ジョニング時間、終了時間、および VM ラベルも割り当てることができます。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

[VM の割り当て（Assign VM）] をクリックします。

ステップ 5

[VM の割り当て（Assign VM）] 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。
名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィール VM の名前（編集不可）。
ド
[ユーザグループ（User Group）] ユーザ グループを選択します。
フィールド
（注）
有効な vDC があるグループのみを選択できま
す。
[ユーザに割り当て（Assign to
Users）] チェック ボックス

ユーザに VM を割り当てるには、このチェックボックスをオンにしま
す。

[ユーザ（User）] ドロップダウ
ン リスト

このフィールドは、[ユーザに割り当て（Assign to Users）] チェック
ボックスをオンにした場合に表示されます。選択したグループのユー
ザ リストからユーザを選択します。
（注）

[vDC] ドロップダウン リスト

ユーザ リストは、グループによってユーザのリソース割り
当てが許可されている場合にのみ表示されます。

仮想データセンター（vDC）を選択します。

[カテゴリ（Category）] ドロップ VM のカテゴリを選択します。
ダウン リスト
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名前

説明

[VM ユーザ ラベル（VM User
Label）] フィールド

VM ユーザ ラベル（必要な場合）。

[プロビジョニング時間の設定
プロビジョニング時間を設定する場合は、このチェックボックスをオ
（Set Provision Time）] チェック ンにします。
ボックス
オンになっている場合は、ステップ 6 に進みます。
[プロビジョニング日時
（Provision Date/Time）] フィー
ルド

VM をプロビジョニングする日時を設定します。

[コメント（Comments）] フィー コメントを入力します。
ルド

ステップ 6

[割り当て（Assign）] をクリックします。

VM ディスクの作成
選択した VM に対して新しい VM ディスクを作成できます。ディスクは新しく作成することも、
ライブラリの既存のハード ディスクから作成することもできます。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

VM テーブルの右上隅にあるドロップダウン アイコンをクリックして、[VM ディスクの作成（Create VM
Disk）] を選択します。

ステップ 5

[VM ディスクの作成（Create VM Disk）] 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。
名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィール VM の名前（編集不可）。
ド
[ディスク名の入力（Enter Disk
Name）] フィールド

ディスクの名前。

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 向け Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.5
11

VM ライフサイクルの管理
VM の複製

名前

説明

[ディスク（Disk）] ドロップダ
ウン リスト

新しい仮想ハード ディスクを作成するか、既存の仮想ハード ディスク
から作成するかを選択します。

[SCSI コントローラの選択
ディスクを追加するチャネルと論理ユニット番号（LUN）を選択しま
（Select SCSI Controller）] ドロッ す。
プダウン リスト
[ハード ディスクの選択（Choose このフィールドは、既存の仮想ハード ディスクの使用を選択した場合
Hard Disk）] フィールド
に表示されます。VM ディスクの作成元となるハードディスクを選択
します。
[ディスク タイプの選択（Select このフィールドは、新しい仮想ハード ディスクの作成を選択した場合
disk type）] ドロップダウン リス に表示されます。ディスク タイプとして [動的（Dynamic）] または [固
ト
定（Fixed）] を選択します。
[ディスク サイズ（GB）（Disk
Size (GB)）] フィールド

ステップ 6

ディスクのサイズ（GB）。

[作成（Create）] をクリックします。

VM の複製
VM の複製は、類似する性質を持つ新しい VM を作成する目的で既存の VM をコピーする操作で
す。複製では、新しい VM に必要な調整を行い、かつ複製元の VM の必要なパラメータを維持す
ることで、時間を節約できます。複製に指定される新しい名前は、システム ポリシーで定義され
ます。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

VM テーブルの右上隅にあるドロップダウン アイコンをクリックして、[複製（Clone）] を選択します。

ステップ 5

[VM の複製（Clone VM）] ダイアログボックスで、[グループの選択（Select Groups）] フィールドから VM
の導入元のグループを選択します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[カスタマイズ オプション（Customization Options）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[カテゴリ（Category）] フィール [選択（Select）] をクリックして、VDC カテゴリのリストを表示しま
ド
す。
カテゴリを選択し、[選択（Select）] をクリックします。
[プロビジョニング後のカスタム
アクション（Post Provisioning
Customs Actions）] チェックボッ
クス

ワークフローを付加するには、[有効化（Enable）] をクリックします。
[ワークフロー（Workflow）] ドロップダウン リストに、選択できる
ワークフローのリストが表示されます。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します。

[VM アプリケーションの請求間 [毎時間（Hourly）] または [毎月（Monthly）] を選択します。
隔（VM App Charge Frequency）]
ドロップダウン リスト
[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

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。

[非アクティブな VM アプリケー 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
ションのコスト（Inactive VM
るコスト。
Application Cost）] 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

[導入設定（Deployment Configuration）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VDC の選択（Select VDC）] ド VM に設定するポリシーを含む VDC を選択します。
ロップダウン リスト
[VM 名または VM プレフィクス VM 名またはプレフィクス。
（VM Name or VM Prefix）]
フィールド
[コメント（Comment）] フィー
ルド

任意で、VDC の説明を入力します。

[プロビジョニング（Provision）] 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、
ドロップダウン リスト
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。
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名前

説明

[リース時間（Lease Time）]
チェックボックス

リースの有効期間を設定するには、このチェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 10 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 11 [カスタム仕様（Custom Specification）] ペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[CPU コア（CPU Cores）] ドロッ プロビジョニングされる VM の CPU コアを選択します。
プダウン リスト
[動的メモリの有効化（Enable
オンにすると、動的に割り当てられたメモリを使用して VM がプロビ
Dynamic Memory）] チェックボッ ジョニングされます。[起動メモリ（Startup Memory）]、[最大メモリ
クス
（Maximum Memory）]、および [メモリ バッファ（Memory Buffer）]
ドロップダウンリストでカスタムのメモリ パラメータを指定できま
す。
[メモリ（Memory）] ドロップダ プロビジョニングする VM のメモリ容量を選択します。
ウン リスト

ステップ 12 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 13 [カスタム ワークフロー（Custom Workflow）] ペインで、必須のフィールドを入力します（該当する場
合）。
（注）
カスタム ワークフローの入力は、VM のプロビジョニング用に選択されたカタログの [プロビ
ジョニング後のカスタムアクション（Post Provisioning Custom Actions）] が有効な場合に適用さ
れます。
ステップ 14 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 15 [VM ネットワークの選択（Select VM Networks）] ペインで、必要な場合は [VM ネットワーク（VM
Networks）] の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。
（注）
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の場合、[VM ネットワークの選択（Select VM
Networks）] ペインは空です。
ステップ 16 [選択（Select）] ダイアログボックスで、VM に関連付ける 1 つまたは複数のクラウドを選択します。
ステップ 17 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 18 [導入アセスメントの実行（Perform deployment assessment）] チェックボックスをオンにしている場合は、
[導入アセスメント（Deployment Assessment）] ペインに表示されるアセスメント レポートを確認します。
このアセスメント レポートにエラーが示された場合、前のペインに戻り、リクエストの送信前にエラーを
修正する必要があります。アセスメント レポートにエラーがない場合は、[次へ（Next）] をクリックしま
す。
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ステップ 19 [データストアの選択（Select Datastores）] ペインで、必要な場合は [データストアの選択（Select Datastores）]
フィールドで [選択（Select）] をクリックして、VM に関連付ける 1 つまたは複数のデータストアを選択
します。
（注）
このオプションは、ストレージ ポリシーで [ユーザにスコープからのデータストアの選択を許可
（Allow user to select datastore from scope）] がオンになっている場合にのみ使用できます。選択
できるデータストアは、VM の 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。
ステップ 20 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 21 [サマリー（Summary）] パネルで複製 VM の情報を確認します。
ステップ 22 [送信（Submit）] をクリックします。

vNIC の管理
VM に vNIC を追加できるだけでなく、vNIC の編集、置換、および削除も行うことができます。
vNIC に使用できるオプションは、VM に関連付けられた vDC にマッピングされたネットワーク
ポリシーによって決まります。

（注）

vNIC アクションを実行するためには VM の電源をオフにする必要があります。VM が電源オ
ン状態の場合は、[電源オフ（Power Off）] アクションを使用して VM の電源をオフにしてく
ださい。

はじめる前に
ネットワーク ポリシーが VM ネットワークに割り当てられていることを確認してください。VM
の電源をオフにします。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

vNIC を設定する必要がある VM を選択します。

ステップ 5

VM テーブルの右上隅にあるドロップダウン アイコンをクリックして、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）] 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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名前

説明

[操作（Operation）] ドロップダ
ウン リスト

[追加（Add）] または [置換（Replace）] を選択します。

[VM ネットワーク（VM
Networks）] テーブル

アイコンをクリックして、vNIC を追加、編集、または削除します。

（注）

（注）

vDC の VM のネットワーク ポリシーに設定された vNIC の
制限を超えている場合は、vNIC を追加できません。

リスト内の vNIC のみを編集または削除できます。VM の既
存の vNIC を編集または削除することはできません。

ステップ 7

[VM ネットワークへのエントリの追加（Add Entry to VM Networks）] ダイアログ ボックスで、[DHCP の
使用（Use DHCP）] チェックボックスをオンまたはオフにします。
（注）
VM ネットワークにネットワーク ポリシーが割り当てられていない場合は、エラー メッセージ
が表示されます。

ステップ 8

[閉じる（Close）] をクリックします。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

VM NIC の追加
はじめる前に
VM NIC アクションを実行するためには、VM の電源を確実にオフにします。VM が電源オン状態
の場合は、[電源オフ（Power Off）] アクションを使用して VM の電源をオフにしてください。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

VM NIC を追加する VM を選択します。

ステップ 5

VM テーブルの右上隅にあるドロップダウン アイコンをクリックして、ドロップダウンリストから [NIC
の追加（Add NIC）] を選択します。

ステップ 6

[VM NIC の追加（Add VM NIC）] ダイアログボックスで、以下のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[アダプタのタイプ（Adapter
Type）] ドロップダウンリスト

[模擬（Synthetic）] または [エミュレート済み（Emulated）] を選択し
ます。ネットワーク アダプタは、仮想マシンがホストに導入された後
に、仮想マシンを内部ネットワークまたは外部ネットワークに接続す
るために使用されます。模擬ネットワーク アダプタは、エミュレート
済みネットワーク アダプタよりパフォーマンスが優れています。エ
ミュレート済みネットワーク アダプタは、すべての仮想化ソフトウェ
ア プラットフォームで使用でき、仮想マシンが仮想ネットワークに接
続できるようにします。

[VM ネットワーク（VM
Network）] テーブル

VM NIC を追加するネットワーク。

[サブネット（Subnet）] フィール VM NIC を追加するサブネット。
ド
[DHCP の使用（Use DHCP）]
チェックボックス

デフォルトでは DHCP が有効になっています。DHCP を無効にするに
は、オフにします。

[ポート分類（Port
Classification）] フィールド

各種のネットワーク アダプタ ポートプロファイルを識別するグローバ
ル名を指定します。このポート分類設定は、複数の論理スイッチに対
して使用することは可能ですが、各論理スイッチに固有です。

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。
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VM NIC の編集
はじめる前に
VM NIC アクションを実行するためには、VM の電源を確実にオフにします。VM が電源オン状態
の場合は、[電源オフ（Power Off）] アクションを使用して VM の電源をオフにしてください。

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）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのクラウド（All Clouds）] を展開して、SCVMM クラウドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

設定する VM を選択します。

ステップ 5

VM テーブルの右上隅にあるドロップダウン アイコンをクリックして、ドロップダウンリストから [NIC
の編集（Edit NIC）] を選択します。

ステップ 6

[VM NIC の編集（Edit VM NIC）] ダイアログボックスで、必要な変更を行います。

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。
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