VMware VM プロビジョニング
この章は、次の項で構成されています。
• VMware VM プロビジョニングについて, 1 ページ
• コンテンツ ライブラリ ベースの VM プロビジョニング用カタログの作成, 1 ページ
• オーケストレーション ワークフローを使用した VM のプロビジョニング, 3 ページ

VMware VM プロビジョニングについて
Cisco UCS Director では、テンプレートから複製する、VM から複製する、コンテンツ ライブラリ
テンプレートを使用する、ISO イメージを使用するなど、複数の方法で新しい VM をプロビジョ
ニングできます。
VMware テンプレートおよびISO イメージを使用した仮想マシンのプロビジョニングについてを参
照してください。
Cisco UCS Director は、VMware VM のプロビジョニングと呼ばれる、定義済みのオーケストレー
ション ワークフローも備えています。それを実行して VMware VM をプロビジョニングすること
ができます。

コンテンツ ライブラリ ベースの VM プロビジョニング用
カタログの作成
コンテンツ ライブラリのテンプレートを使用すると、すべての VMware vCenter サーバに仮想マ
シンを展開できます。リンク済み複製機能は、コンテンツ ライブラリの VM テンプレートによる
VM プロビジョニングではサポートされません。コンテンツ ライブラリを使用して新しい VM を
プロビジョニングするオプションを選択した場合、[リンク済み複製の使用（Use Linked Clone）]
オプションは無効になります。
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VMware VM プロビジョニング
コンテンツ ライブラリ ベースの VM プロビジョニング用カタログの作成

（注）

VMware コンテンツ ライブラリの検出は、VMware vCenter バージョン 6.0 以降でのみサポート
されます。
VMware コンテンツ ライブラリについてを参照してください。
Cisco UCS Director では、ターゲットとしてデータストアまたはデータストア クラスタが選択され
た場合、コンテンツ ライブラリの VM テンプレートによる VM プロビジョニングのサポートは、
VMware ストレージ ポリシーで選択される以下のオプションに基づいて行われます。
• データストア クラスタでストレージ DRS を無効にする
• データストア クラスタでストレージ DRS を有効にして、自動化レベルを [手動（Manual）]
に設定する
• データストア クラスタでストレージ DRS を有効にして、自動化レベルを [完全自動（Fully
Automated）] に設定する

（注）

データストア クラスタでストレージ DRS が有効になっていて、自動化レベルが [完全自動
（Fully Automated）] に設定されているときに、割り当てられたデータストアがそのデータス
トア クラスタに属している場合、Cisco UCS Director は、コンテンツ ライブラリの VM テンプ
レートによる VM プロビジョニング時に独自のデータストアの選択をスキップします。代わり
に、データストア クラスタに VM がプロビジョニングされ、SR ログ ファイルに次のメッセー
ジが表示されます。
「指定されたターゲット データストア :{datastoreName} が DRS 対応のデータストア
クラスタ :{datstoreClusterName} に関連付けられているため、コンテンツ ライブラリ
の VM テンプレートによる VM プロビジョニングでデータストアの選択をスキップ（Skipping
selection of datastore for VM Provisioning using Content Library
template as given Target Datastore :{datastoreName} is attached to DRS
Enabled Datastore Cluster :{datstoreClusterName}）」
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オーケストレーション ワークフローを使用した VM のプロビジョニング

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

[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、[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

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

[基本情報（Basic Information）] 画面で、必須フィールドに入力し、[コンテンツ ライブラリの VM
テンプレートを使用して新しい VM をプロビジョニング（Provision new VM using Content Library
VM Template）] をオンにします。

ステップ 6

カタログに適用する VM テンプレートを含む行をクリックします。

ステップ 7

[カタログの追加（Add Catalog）] ウィザードの残りの画面をすべて設定して、[次へ（Next）] を
クリックします。

ステップ 8

ウィザードの最後の画面でサマリー情報を確認し、[送信（Submit）] をクリックします。

オーケストレーション ワークフローを使用した VM のプ
ロビジョニング
手順
ステップ 1

[オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[オーケストレーション（Orchestration）] ページで [ワークフロー（Workflows）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[VMware] > [VMware VM のプロビジョニング（Provision VMware VM）] の順に、これらを含む行
をクリックします。

ステップ 4

[今すぐ実行（Execute Now）] をクリックします。

ステップ 5

[ワークフローの実行（Executing Workflow）] 画面で、次のフィールドに入力します。
a) [VM 導入オプション（VM Deployment Options）] ドロップダウン リストから、次のいずれかの
オプションを選択します。
• [Clone from Template（テンプレートからのクローン）]
• [Clone from VM（VM からのクローン）]
• [Move VM to VDC（VM を VDC へ移動）]
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VMware VM プロビジョニング
オーケストレーション ワークフローを使用した VM のプロビジョニング

（注）

同じクラウドに属する異なるデータセンターで利用可能なテンプレートを使用する
ことにより、1 つのデータセンターに VM をプロビジョニングできます。同様に、
同じクラウドに属するデータセンターから別のデータセンターに VM を複製するこ
とができます。

b) [VDC の選択（Select VDC）] ドロップ ダウン リストから、VM をプロビジョニングする VDC
を選択します。
ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
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