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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

•ライフサイクルの設定および通知

Cisco UCS Director セルフサービスポータルガイド、リリース 5.5    
1



[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。

サービスリクエストワークフロー
サービスリクエストワークフローは次のいくつかの段階に要約できます。

•開始：サービスリクエストの開始。

•リソース割り当て：VMプロビジョニングに必要なリソース。

•承認：グループの仮想データセンター（vDC）で定義されるサービスリクエストの承認プロ
セス。サービスリクエストの承認者にはリクエストに関する電子メールが送信されます。承

認者がリクエストを承認すると、VMがプロビジョニングされます。

•プロビジョニング：VMをプロビジョニングする行為。

•ライフサイクルスケジュールの設定：予定時刻および終了時刻。

•通知：VMのプロビジョニングを知らせるためにユーザに送信される電子メール通知。

定義されている場合は、次のプロセスもサービスリクエストのワークフローに適用されます。

•予算の監視（オプション）：このプロセスではグループにVMをプロビジョニングするのに
十分なリソースが使用可能かどうかが判断されます。リソースは [組織] > [リソース制限]タ
ブを選択して表示できます。リクエストを送信した後、[詳細の表示（ViewDetails）]を選択
してステータスを表示できます。

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、高度
なカタログ、サービスコンテナがあります。
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この手順は、管理者によって [サービスリクエストの作成（Create Service Request）]権限が自
分のロールに対して有効化されている場合にのみ実行できます。[サービスリクエストの作成
（Create Service Request）]権限は、[サービス（Service）]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）]オプションを有効化または無効化します。[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

手順

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 Service Request）]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（Name）]

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（CatalogType）]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（Name）]

[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
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説明[名前（Name）]

[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

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（CatalogType）]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提出前に予算、リソース

の上限、リソースの可用性のアセスメントを実

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にオンにすると、

アセスメントの概要が [導入アセスメント
（Deployment Assessment）]ペインに表示され
ます。

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

重要

[導入アセスメントの実行（Perform deployment
assessment）]チェックボックス
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ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。[導入設定（DeploymentConfiguration）]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（Name）]

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（Select VDC）]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

[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
後で隠す（Hide end user VM provision
later）]チェックボックスのマークを外
している場合にのみ表示されます。

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。

管理者が VMプロビジョニングに使用
されるカタログにリース時間を指定し

ておらず、[エンドユーザのリース設定
を隠す（Hide end user lease
configuration）]チェックボックスのマー
クを外している場合にのみ、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）]チェックボックスに
マークが付いている場合に表示され

ます。

（注）

[日数（Days）]フィールド
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説明[名前（Name）]

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）]チェックボックスに
マークが付いている場合に表示され

ます。

（注）

[時間（Hours）]フィールド

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）]のいずれかを選択できます。

[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 [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。
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説明[名前（Name）]

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

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 Storage
Catalog）]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（SelectDatastore）]ドロッ
プダウンリスト

ステップ 10 [Next]をクリックします。
[カスタムワークフローの入力値（Custom Workflow 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 ProvisioningCustomActions）]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。
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説明[名前（Name）]

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

ステップ 11 [Next]をクリックします。

ステップ 12 [導入アセスメントの実行（Performdeployment assessment）]チェックボックスをオンにした場合、
次に [導入アセスメント（Deployment Assessment）]ペインに表示された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にエラーが特定されていた場合、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表示されなかった場

合、次のペインに進むことができます。

ステップ 13 [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。

詳細なカタログのサービスリクエストの作成
管理者がグループにカタログを発行すると、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。管理者が発行できるカタログには、標準のカタログ（VMの作成）、
高度なカタログ（オーケストレーションワークフロー）、サービスコンテナ（アプリケーション

コンテナ）があります。

はじめる前に

このタイプのサービスリクエストでは、詳細なタイプのカタログを選択できることが必要です。
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手順

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 Service Request）]ダイアログボックス（[カタログの選択
（Catalog Selection）]ペイン）で、次のフィールドに入力します。

説明[名前（Name）]

カタログのタイプ。次のいずれかを実行しま

す。

• [標準（Standard）]：このカタログタイプ
は標準のカタログに使用されます。

• [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（CatalogType）]ドロップダウ
ンリスト

プロビジョニングするVMを選択します。カタ
ログはカタログ形式の VMです。

[カタログの選択（Select Catalog）]ドロップダ
ウンリスト

ステップ 5 [カタログタイプ（CatalogType）]ドロップダウンリストで、 [詳細（Advanced）]を選択します。
[サービスリクエストの作成（Create Service Request）]ペインが表示されます。

ステップ 6 [カタログ（Catalog）]ドロップダウンリストからカタログを選択します。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [ワークフロー（Workflow）]ドロップダウンリストから、サービスコンテナを選択します。
[サマリー（Summary）]ペインが表示されます。情報が正確であるか確認します。

ステップ 9 [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

既存のサービスリクエストを表示します。
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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
管理者がグループにカタログを発行すると、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。管理者が発行できるカタログには、標準のカタログ（VMの作成）、
高度なカタログ（オーケストレーションワークフロー）、サービスコンテナ（アプリケーション

コンテナ）があります。

はじめる前に

このタイプのサービスリクエストを作成するには、サービスコンテナカタログが選択可能であ

る必要があります。

手順

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 Service Request）]ダイアログボックス（[カタログの選択
（Catalog Selection）]ペイン）で、次のフィールドに入力します。

説明[名前（Name）]

カタログのタイプ。次のいずれかを実行しま

す。

• [標準（Standard）]：このカタログタイプ
は標準のカタログに使用されます。

• [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（CatalogType）]ドロップダウ
ンリスト

プロビジョニングするVMを選択します。カタ
ログはカタログ形式の VMです。

[カタログの選択（Select Catalog）]ドロップダ
ウンリスト

ステップ 5 [カタログタイプ（Catalog Type）]ドロップダウンリストで、[サービスコンテナ（Service
Container）]を選択します。
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[サービスリクエストの作成（Create Service Request）]ペインが表示されます。

ステップ 6 [カタログ（Catalog）]ドロップダウンリストからカタログを選択します。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [サマリー（Summary）]ペインで情報が正確であるか確認してから [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

既存のサービスリクエストを表示します。

サービスリクエストステータスの表示

はじめる前に

サービスリクエストを作成します。

手順

ステップ 1 [サービス（Services）] > [サービスリクエスト（Service Request）]タブを選択します。

ステップ 2 サービスリクエストを選択します。

ステップ 3 [詳細の表示（View Details）]をクリックします。
[サービスリクエスト（Service Request）]画面に、サービスリクエストおよび関連するワークフ
ローステップの詳細が表示されます。各ワークフローステップに関するステータスは、このペー

ジから表示します。各ステップの（色分けされた）ステータスに加えて、時間などの詳細も表示

されます。

•灰色：現在もそのステップを完了する必要があることを示します。

•緑色：ステップが正常に完了したことを示します。

•赤色：ステップに失敗したことを示します。失敗した理由もステップの下に記載されます。

•青色：ステップを完了するにはユーザから追加の入力が必要であることを示します。たとえ
ば、そのサービスリクエストに対して承認が定義されていた場合は、青色でサービスリク

エストが承認を待っていることが示されます。

説明[名前（Name）]

[概要]セクション

サービスリクエスト ID番号。[リクエストID（Request ID）]フィールド
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説明[名前（Name）]

リクエストのタイプ（VMなど）。[リクエストタイプ（Request Type）]フィール
ド

VMがプロビジョニングされる vDC。[vDC]フィールド

VMのプロビジョニングに使用されるイメージ。[イメージ（Image）]フィールド

サービスリクエストが作成された時間。[リクエスト日時（Request Time）]フィールド

サービスリクエストのステータス（完了、キャ

ンセル、失敗など）。

[ステータスのリクエスト（Request Status）]
フィールド

サービスリクエストの作成中に追加したコメン

ト。

[コメント（Comments）]フィールド

[所有（Ownership）]セクション

サービスリクエストを行ったユーザが属するグ

ループ。

[グループ]（Group）フィールド

サービスリクエストを送信したユーザ。[送信ユーザ（Initiating User）]フィールド

VMがアクティブである期間の長さ。この値を
定義した場合は、指定した時間の経過後に VM
が削除されます。

[期間(時間)（Duration Hours）]フィールド

VMがプロビジョニングされる時刻。これを定
義した場合、スケジュールされた日付の午前 6
時にVMがプロビジョニングされます。この値
を定義しない場合は、リクエストのワークフ

ローが完了した直後にVMがプロビジョニング
されます。

[予定時刻（Scheduled Time）]フィールド

[カタログ情報（Catalog Information）]セクショ
ン

vDCを作成した管理者の電子メール ID。[vDC所有者の電子メール（vDCOwner Email）]

VMのプロビジョニングを成功させるために、
サービスリクエストを承認する必要のあるユー

ザ。

[承認ユーザ（Approving Users）]セクション

プロビジョニングに使用するカタログ項目の名

前。

[カタログ項目名（Catalog Item Name）]
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説明[名前（Name）]

[カタログ項目の説明（Catalog ItemDescription）]
セクション

VMのプロビジョニングの予測コスト。このコ
ストは、カタログ項目に対して定義されたコス

トモデルに基づいて決定されます。

[SRコスト（SR Cost）]フィールド

承認者は、承認を必要とするサービスリクエストを [承認（Approvals）]タブで確認で
きます。

（注）

プロビジョニングサービスの延期リクエストの作成
プロビジョニングの延期機能を使用して、VMのプロビジョニングを後の時刻および日付にスケ
ジュールできます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[サービス（Service）]をクリックして、[サービスリクエスト（ServiceRequests）]
を選択します。

ステップ 2 [サービスリクエスト（ServiceRequests）]タブで、[リクエストの作成（CreateRequest）]をクリッ
クします。

ステップ 3 [サービスリクエストの作成（Create Service Request）]画面で、次のフィールドに入力します。

説明[名前（Name）]

次のカタログのタイプのいずれかを選択します。

• [標準（Standard）]：このカタログタイプは標準のカタログ
に使用されます。

• [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（Service Container）]：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

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
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ステップ 4 [Next]をクリックします。

ステップ 5 [導入設定（Deployment Configuration）]画面で、次のフィールドを入力して設定を定義します。

説明[名前（Name）]

VDCを選択します。[VDCの選択（Select VDC）]ドロップダウンリ
スト

サービスリクエストの作成中に追加したコメン

ト。

[コメント（Comments）]フィールド

暫定の状態を選択します。

• [後で（Later）]：特定の日時を入力する場
合に選択します。

• [現在（Now）]：プロビジョニングを今す
ぐ開始する場合に選択します。

[プロビジョニング（Provision）]ドロップダウ
ンリスト

オンにすると、プロビジョニングの完了後に、

システムによりVMの電源がオフにされます。
[次の期間後にVMの電源をオフにする（Power
OFF the VM after）]チェックボックス

ステップ 6 [閉じる（Close）]をクリックします。

サービスリクエスト VM プロビジョニングの使用方法
Self-Service Portalを使用して、エンドユーザ専用の VMをプロビジョニングできます。[Assign to
user（ユーザへの割り当て）]チェックボックスをオンにした場合、VMをプロビジョニングした
エンドユーザに所有権が割り当てられます。プロビジョニングの完了後、VMはエンドユーザに
割り当てられます。[Assign to user（ユーザへの割り当て）]チェックボックスをオフにした場合、
VMは（IT）グループに対してプロビジョニングされます。当該グループ内のユーザは、そのVM
を確認できます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[サービス（Service）][サービスリクエスト（Service Requests）] > タブを選択
します。

ステップ 2 [リクエストの作成（Create Request）]をクリックします。

ステップ 3 [リクエストの作成（CreateRequest）]ダイアログボックス（[カタログの選択（Catalog Selection）]
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）]

カタログのタイプ。次のいずれかを実行しま

す。

• [標準（Standard）]：このカタログタイプ
は標準のカタログに使用されます。

• [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（CatalogType）]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 [カタログの選択（Catalog Selection）]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明[名前（Name）]

このチェックボックスをオンにした場合、VM
をプロビジョニングしたエンドユーザに所有権

が割り当てられます。プロビジョニングの完了

後、VMはエンドユーザに割り当てられます。
[Assign to user（ユーザへの割り当て）]チェッ
クボックスをオフにした場合、VMは（IT）グ
ループに対してプロビジョニングされます。当

該グループ内のユーザは、そのVMを確認でき
ます。

[Assign to user（ユーザへの割り当て）]チェッ
クボックス

カタログのタイプ。次のいずれかを実行しま

す。

• [標準（Standard）]：このカタログタイプ
は標準のカタログに使用されます。

• [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（CatalogType）]ドロップダウ
ンリスト
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説明[名前（Name）]

プロビジョニングするVMを選択します。カタ
ログはカタログ形式の VMです。

[カタログの選択（Select Catalog）]ドロップダ
ウンリスト

ステップ 6 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 [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）]

このチェックボックスをオンにした場合、VM
をプロビジョニングしたエンドユーザに所有権

が割り当てられます。プロビジョニングの完了

後、VMはエンドユーザに割り当てられます。
[Assign to user（ユーザへの割り当て）]チェッ
クボックスをオフにした場合、VMは（IT）グ
ループに対してプロビジョニングされます。当

該グループ内のユーザは、そのVMを確認でき
ます。

[VDCの選択（Select VDC）]ドロップダウンリ
スト

カタログのタイプ。次のいずれかを実行しま

す。

• [標準（Standard）]：このカタログタイプ
は標準のカタログに使用されます。

• [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。

[コメント（Comment）]フィールド

プロビジョニングするVMを選択します。カタ
ログはカタログ形式の VMです。

[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。[リース時間（Lease Time）]チェックボックス

ステップ 8 [Next]をクリックします。

ステップ 9 [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）]

プロビジョニングする 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

プロビジョニングするVMのメモリ容量を選択
します。

[メモリ（Memory）]ドロップダウンリスト

ステップ 10 [Next]をクリックします。

ステップ 11 [サマリー（Summary）]画面を確認します。

既存のアプリケーションコンテナへの VM の追加
はじめる前に

セルフサービスユーザによるコンテナのプロビジョニングは、管理者GUIを使用して定義されま
す。追加情報については『CiscoUCSDirectorアドミニストレーションガイド』を参照してくださ
い。管理者は特定のグループにカタログを割り当てる必要があります。このタスクを完了すると、

Self-Service portal内のカタログのグループへの関連付けを表示することができます。

手順

ステップ 1 メニューバーで [カタログ（Catalog）]を選択します。

ステップ 2 カタログをクリックします。

ステップ 3 [サービスリクエストの作成（Create Service Request）]ダイアログボックス（[カタログの選択
（Catalog Selection）]画面）で、次のフィールドに値を入力します。

説明[名前（Name）]

カタログのタイプ。次のいずれかを実行しま

す。

• [標準（Standard）]：このカタログタイプ
は標準のカタログに使用されます。

• [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（CatalogType）]ドロップダウ
ンリスト
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説明[名前（Name）]

プロビジョニングするVMを選択します。カタ
ログはカタログ形式の VMです。

[カタログの選択（Select Catalog）]ドロップダ
ウンリスト

ステップ 4 [カタログタイプ（Catalog Type）]ドロップダウンリストで、[サービスコンテナ（Service
Container）]を選択します。

ステップ 5 [カタログ（Catalog）]ドロップダウンリストからカタログを選択します。

ステップ 6 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 [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）]

カタログのタイプ。次のいずれかを実行しま

す。

[コメント（Comment）]フィールド

[今すぐ（Now）]または [後で（Later）]のいず
れかを選択します。[後で（Later）]を選択する
場合、特定の時間と日付を選択してください。

[プロビジョニング（Provision）]ドロップダウ
ンリスト

サービスコンテナの名前。[サービスコンテナ名（ServiceContainerName）]
フィールド

ステップ 8 [Next]をクリックします。

ステップ 9 [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。

ステップ 10 メニューバーで、[仮想リソース（Virtual Resources）] > [アプリケーションコンテナ（Application
Containers）]を選択します。

ステップ 11 [アプリケーションコンテナ（application container）]をクリックします。

ステップ 12 [VMの追加（Add VMs）]をクリックします。

ステップ 13 [VMの管理（Manage VMs）]ダイアログボックスで鉛筆アイコンをクリックします。

ステップ 14 [仮想マシンエントリの編集（Edit Virtual Machines Entry）]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（Name）]

その他の VMインスタンスの数
VMインスタンスの最大数は、管理者
GUIを使用して定義されます。許可
されている値を越えた値を入力する

と、エラーメッセージが表示されま

す。

（注）

[その他のVM（Additional VMs）]フィールド

ステップ 15 [送信（Submit）]をクリックします。
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