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アプリケーション プロファイルについて
CloudCenter アプリケーション プロファイルは、アプリケーションをクラウド環境でどのように導入、設定、管理するべきかを記述するために使用できるテンプ
レートまたはブループリントです。アプリケーション プロファイルを使用すると、すばやくアプリケーションについて記述したり、サポートされている任意のクラウ
ドにアプリケーションをオンボーディングしたりできます。
コメント
アプリケーション プロファイルでは、ユーザがクラウド固有の情報を提供したり、プロファイルを任意のクラウド インフラストラクチャに組み込んだり
する必要はありません。
CloudCenter は、アプリケーションのオンボーディングにかかる時間を短縮できる多くのオプションをサポートしています。これらのオプションは、一般的に使
用されるアプリケーションに基づいて構成されています。次に例を示します。
ハイパフォーマンス コンピューティング（HPC）、デスクトップ、パラレル、Web、バッチ、またはクラスタ アプリケーション
多層/マルチサービスの複雑な導入トポロジのアプリケーションまたはシンプルなアプリケーション モデル
イメージ ベースのサービスまたはエンドポイント サービス（たとえば、Windows OS イメージ）

特性
アプリケーション プロファイルの特徴は次のとおりです。
CloudCenter サポート対象イメージまたはプライベート カスタム イメージを使用して作成されています（詳細については、「アプリケーション タスク」
を参照）。
各展開で複数のユーザ間で共有されます（詳細については、「Permission Control」を参照）。
1 つの CloudCenter 展開からエクスポートされ、別の展開に インポート可能です（詳細については、「企業マーケットプレイス」を参照）。
複数のクラウド上で（クラウドに依存しない イメージとアプリケーション パッケージまたはスクリプトなどとして）保持されます（追加情報については、
「アプリケーション管理ワークフロー」を参照してください）。

アプリケーション プロファイルの作成
アプリケーション プロファイルを作成するには、「新しいアプリケーション プロファイルのモデリング」を参照してください。

アプリケーションの導入
アプリケーション プロファイルを作成したら、アプリケーションを導入するターゲット クラウドを選択します。CloudCenter は、アプリケーションの要件を満たさ
ないクラウドを自動的にフィルタリングします。
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CCM は、導入ターゲットのクラウドで実行されている各 CCO にアプリケーションを渡します。CCO は導入タスクをオーケストレーションします。
アプリケーション プロファイル（コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングなど）に応じて、クラウド インフラストラクチャとサービスをプロビジョ
ニングおよび設定します。
VM を起動して、アプリケーション パッケージ、データ、スクリプトにアクセスできるように、ターゲット クラウド上のストレージ リポジトリに VM をマウ
ントします。
各アプリケーション コンポーネント（多層アプリケーションのさまざまな層に適用される）を導入します。
サービスの依存関係に基づいて適正な順序でアプリケーション サービスを開始します。
オーケストレーション中に、CCO は CCM にステータス メッセージを送信します。これによりアプリケーションの導入のステータスを確認し、トラッキングできます。
追加情報については、「アプリケーションの導入」を参照してください。

アプリケーションの管理
CCO は、CCM エージェントを通じて、導入されたアプリケーションを監視および計測します。CCO により、作成した導入ポリシーが適用されます。
たとえば、導入を自動スケーリング ポリシーと関連付けている場合があります。CCO は導入済みのアプリケーションをモニタし、ポリシーで指定されたとおり
にスケーリングをオーケストレーションします。
CCO は起動、停止、削除、アップグレードなどの後続のライフサイクル管理機能をオーケストレーションします。
詳細については、「管理」を参照してください。

クラウド間のアプリケーションの移行
ダウンタイム ベースのプロセスを使用してクラウド間で導入されたアプリケーションを移行するために、CloudCenter を使用できます。
ライブ移行の場合、アプリケーションは高可用性およびディザスタ リカバリをサポートし、CloudCenter を使用して複数のクラウド上でプロビジョニングされる
必要があります。
CloudCenter は以下のプロセスを使用して、アプリケーションを別のクラウドに移行します。
1. アプリケーションが動作しているクラウドでは、CCM は CCO に、導入をシャットダウンし、このソース クラウドのストレージ リポジトリにバックアップ
を保存するように指示します。
2. シャットダウンとバックアップが完了すると、ソース クラウドの CCO は、ターゲット クラウドのストレージ リポジトリへのバックアップのファイル同期を
開始します。
3. バックアップが完了すると、CCO はターゲット クラウドの CCO にアプリケーション プロファイルを送信し、CCO に復元モードでアプリケーションをプ
ロビジョニングするように指示します。
4. ターゲット クラウドの CCO は、指定されたアプリケーション プロファイルを導入し、導入時にアプリケーションのバックアップを復元します。
詳細については、「導入」を参照してください。

ZIP ファイル
.zip ファイルの詳細については、「アプリケーション パッケージを使用したモデリング」を参照してください。

アプリケーション ワークフローの状態
アプリケーション ワークフローの状態の詳細については、「アプリケーション ワークフロー」、「展開状態」、および「VM の状態」を参照してください。
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アプリケーション ライフサイクルの管理
概要
ベース OS イメージ
サービス フレームワーク
サービス スクリプト
サービス パラメータ
アプリケーション プロファイル
アプリケーション プロファイルの仕組み
ガバナンスの仕組み

概要
以下の図は、CloudCenter アプリケーション ライフサイクルの概要を示しています。

ライフサイクルの詳細については、次の各項で説明しています。

ベース OS イメージ
ベース OS イメージとは、CloudCenter のコンポーネントをインストールする Linux および Microsoft Windows のクラウド イメージを指します。これらの仮想
ベース イメージは、サービスに必要な（またはサービスが参照する）基盤の OS と操作ツールを構成します。サポートされているイメージのリストについては、
「ベース OS イメージ」を参照してください。
CloudCenter の各バージョンには、インストーラと、コンポーネント アプライアンスの作成に必要なスクリプトが含まれています。
CloudCenter のコンポーネントを作成するには、2 つの方法があります。
手動インストール：アプライアンスは不要です。
アプライアンス インストール：一部のクラウドの導入にアプライアンスを使用できます。
CloudCenter サポートに問い合わせて、インストーラ パッケージまたは仮想アプライアンス パッケージのいずれかを入手する必要があります。
これらのいずれかのパッケージを使用して、[CloudCenter のインストール（Install CloudCenter）] ページで指定されたプロセスに従うことで、各コンポーネン
ト用の CloudCenter の仮想アプライアンスを開始できます。
必要なコンポーネント（CCM、CCO、AMQP）およびマップ イメージをインストールしたら、アプリケーション（またはアプリケーション プロファイル）モデリング
プロセスを開始できます。
Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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すべての CloudCenter の導入には、パッケージ ストアと、すべての CloudCenter サポート対象（設定済み）サービス用のホスト場所が必要です。
CloudCenter をインストールすると、すべてのサービスがパッケージ ストアによって自動的に検出され、トポロジ モデラーの [プロパティ（Properties）] タブに
表示されます。

サービス フレームワーク
サービスは、アプリケーション（またはアプリケーション プロファイル）をモデリングする構成要素の 1 つであり、仮想イメージにマッピングされます。複数の層
を使用するアプリケーションを作成できます。その各層では異なる CloudCenter サポート対象サービスまたは外部提供サービス（サードパーティ サービスな
ど）を指定します。詳細については、「External Service」を参照してください。
新しいサービスを定義する際に、グローバル パラメータ、層/ステップ固有のシステム パラメータ、またはユーザ定義のパラメータを使用し、導入時に価値を
付加できます。追加情報については、「Custom Service Definition」を参照してください。
サービス フレームワークにより、企業はその固有のプライベート サービスを作成して追加し、それらの追加サービスを [トポロジ モデラー（Topology Modeler）]
サービス タブで使用できるようにします。（追加情報については、「Service Administration」および「Service Lifecycle Actions」を参照してください。）
層固有のパラメータの設定については、「サービスのプロパティ」を参照してください。

サービス スクリプト
CloudCenter プラットフォームには、サービスから呼び出されるスクリプトの厳しい要件はありません。スクリプトを設定すると、CloudCenter プラットフォーム
は、各サービス ライフサイクル アクションに対して指定されている設定を実行します。
スクリプト要件は次のとおりです。
スクリプトは、サービス識別子と同じ名前のフォルダ内に置く必要があります。
CloudCenter は、zip ファイル内の抽出されたフォルダに相対でルートとしてスクリプトを実行します。
スクリプトは、導入時のさまざまなポイントで呼び出されます。追加情報については、「導入ライフサイクルのスクリプト」を参照してください。
アプリケーションをモデリングするときに（インストール、起動、再起動などの）機能のためにアプリケーション固有のスクリプトを呼び出すことが必要
になる場合があります。呼び出されたスクリプトには、設定パラメータ用の組み込み値が含まれている場合があり、それらは導入時に変更が必要に
なる可能性があります。詳細については、「コンフィギュレーション ファイル」を参照してください。

サービス パラメータ
設定パラメータは、アプリケーションがターゲット クラウドに導入される際に再構成する必要がある設定です。詳細については、「パラメータの使用」を参照し
てください。

アプリケーション プロファイル
アプリケーション プロファイルでは、次のような、1 つ以上のサービスの全スタックを設定できます。
セキュリティとファイアウォール ルール
費用および料金
アプリケーション タスク
権限コントロール
アプリケーション料金

アプリケーション プロファイルの仕組み
アプリケーションまたはアプリケーション プロファイルをモデリングするときは、導入シナリオに応じた前提条件を確認します。追加情報については、次のペー
ジを参照してください。
新しいアプリケーション プロファイルのモデリング
アプリケーションのモデリング
カスタム VM イメージを使用したアプリケーションのモデリング
プロファイルのインポートによるアプリケーションのモデリング
アプリケーション パッケージを使用するアプリケーション
Puppet および Chef を使用したアプリケーションのモデリング

ガバナンスの仕組み
システム タグは、名前とオプションの説明から構成されるラベルです。システム タグは、層レベルまたはグローバル レベルで、アプリケーション プロファイル
およびアプリケーションの導入と関連付けることができます。また、システム タグを使用してエージング ポリシーまたはスケーリング ポリシー、セキュリティ プ
ロファイル、および導入環境にシステム タグ照合ルールを追加することもできます。追加情報については、次のページを参照してください。
システム タグ
ガバナンス ルール
ポリシー管理
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アプリケーション検出
アーキテクチャにおける考慮事項
アプリケーション検出
他のアプリケーションにおける依存関係

アーキテクチャにおける考慮事項
アプリケーション プロファイルを作成する前に、アプリケーションに必要なプロファイルの種類を判別するアーキテクチャ要件をレビューします。次の一覧を使
用して、アプリケーションに必要なさまざまな側面を考慮します。
番号

考慮事項

Links

アクション項目と説明

1

アプリケーションにはどのようなサービスが必要であ
り、それらのサービスは相互にどのように依存してい
ますか。

「Supported Services」
を参照してください。

必要なサービスについてトップダウン階層を特定し、提供します。

2

アプリケーションには複数の層が含まれていますか。

「サービス設定」を参照し
てください。

各層について、従属サービスのリストを作成します。また、このセクションに記載され
ているサービスは、サービス導入の観点から依存関係を特定します。

3

CloudCenter がサポートするサービスを使用してい
ますか。

「Bundle Store」を参照
してください。

バンドル ストアには、エージェントやサービスのバンドルが含まれています。このリポ
ジトリは、CloudCenter CDN（cdn.cliqr.com）によってホストされるか、またはプライ
ベート クラウド環境で標準の Apache サーバを使用してローカルでホストされる場合
があります。

4

サービスのホスト場所を判別しましたか。

使用している場合は
「Package Store」を参照
してください。

すべての CloudCenter の導入には、CloudCenter パッケージ ストアと、すべての
CloudCenter サポート対象（設定済み）サービス用のホスト場所が必要です。
CloudCenter の手動インストールを完了すると、すべてのサービスがパッケージ スト
アによって自動的に検出され、トポロジ モデラーの [プロパティ（Properties）] タブに
表示されます。

CloudCenter がサポー
トするサービス
5

（既存の SQL サーバ クラスタ上の新しいスキーマ、
既存のロード バランサ上の新しい VIP などと）接続
し、通信する必要のある外部サーバがありますか。

「External Service」を参
照してください。

複数の層を使用するアプリケーションを作成できます。その各層で異なる
CloudCenter サポート対象サービスまたは外部提供サービス（サードパーティ サー
ビスなど）を使用するように規定できます。

6

カスタム/プライベート サービスを使用していますか。

「Define a Custom
Service」を参照してくだ
さい。

これらのサービスを正しく導入するために必要なアーティファクトはどこにありますか。

7

すべての従属するアプリケーション データ、ファイル、
およびパッケージがありますか。

「アーティファクト リポジ
トリ」を参照してください。

企業は通常、リポジトリでアプリケーション パッケージ、データ、スクリプトを保持して
います。独自の外部リポジトリをアタッチしてファイルを保存し、アクセスするために
アーティファクト リポジトリを使用します。CloudCenter ではこの目的のために CCM
UI の [リポジトリ（Repositories）] タブを提供します。

8

各サービスのインフラストラクチャ要件は特定されて
いますか

「Phase 1: Prepare
Infrastructure」を参照し
てください。

企業向けに管理する VM インスタンスの数に基づいて、特定のハードウェア要件に
対応できることを確認します。

9

他と会話するための各サービスのネットワーキング要
件は何ですか。

「Phase 2: Configure
Firewall Rules」を参照し
てください。

このセクションでは、各コンポーネントのすべてのポートを記載していますが、それら
の一部はオプションであり、導入要件に依存します。

アプリケーション検出
CloudCenter プロファイルは、一般にコア構成の詳細情報、またはアプリケーションの導入に必要な一連のステップを表す複雑なワークフローやビッグ デー
タを処理するワークロードで実行されるワークフローに基づいています。
番号

考慮事項

Links

詳細情報

1

アプリケーション プロ
ファイル タイプ

「Supported Application Profiles」を
参照してください。

各アプリケーション プロファイルに関するカテゴリを特定します。

2

アプリケーション（ま
たは層）要件

次のリンクを参照してください。

各アプリケーション（または層）について、従属パラメータとスクリプトを提供します。

ポートおよびファイア
ウォールのアクセシ
ビリティ

次のリンクを参照してください。

4

導入要件

「層に複数のボリュームをアタッチ
する」を参照してください。

N 層のアプリケーションのすべての層タイプに複数のボリュームをアタッチできます。各ボリュームにサ
イズを指定する必要があります。オプションでボリューム タイプを設定できます。

5

テストと検証

企業のポリシーおよび要件を参照し
てください。

必ず各プロファイルの依存テスト ケースを特定してください。

3

パラメータとマクロ
導入ライフサイクルのスクリプト
導入時にスクリプトまたは依存関係を特定します。

Port Accessibility
セキュリティとファイアウォール
ルール

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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他のアプリケーションにおける依存関係
アプリケーションのモデリングに必要な情報に加えて、次の外部依存関係に対応することを確認してください。
アプリケーション パッケージおよび関連ライセンス（該当する場合）。
各アプリケーションにアクセスし確認するためのアプリケーション クレデンシャル（該当する場合）。
最小限の CPU、メモリ、ストレージなどのインフラストラクチャ要件、およびアプリケーションに固有のそのほかの要件。

アーティファクト リポジトリ
企業は通常、選択した複数のリポジトリでアプリケーション パッケージ、データ、スクリプトを保持しています。独自の外部リポジトリをアタッチしてファイルを保
存し、アクセスするためにアーティファクト リポジトリを使用します。CloudCenter ではこの目的のために CCM UI の [リポジトリ（Repositories）] タブを提供し
ます。

目的
アーティファクト リポジトリの用途は次のとおりです。
アプリケーション バイナリ、スクリプト、共有ファイルを指し示す。
複数のディスクと暗号化によってストレージをマウントする（CloudCenter でサポートされているアウトオブボックス NFS ファイル システム オプション
を使用）。
外部リポジトリのリストを表示および保持し（「共有アーティファクト リポジトリ」を参照）、相対パスを提供することでアプリケーション プロファイル内の
リポジトリ名を指し示す。
企業はそれぞれの導入要件に基づいて、ユーザ、テナント、クラウド、またはそれらのリソースの組み合わせに対して、固有のアーティファクト リポジトリ（1 つ
または複数）の作成を決定できます。

アプリケーション プロファイルでのアーティファクト リポジトリの使用
テナントおよびユーザはそれぞれのテナント固有の（または管理者が許可した）リポジトリを表示できます。管理者は、各リポジトリにアクセス権限を適用でき
ます。その他の詳細については、「Permission Control」を参照してください。

エンドポイント URL の自動検出
アプリケーションまたはアプリケーション プロファイルのモデリングを行う際に、ユーザは関連するリポジトリを選択して、アプリケーション パッケージ、スクリプ
ト、またはファイル パスへの相対パスを指定できます。ユーザは追加されたまたは利用可能なリポジトリのリストから選択します。リポジトリを選択するとエン
ドポイント URL が自動的に付加されるため、パッケージ、スクリプト、またはファイルが保存されているフォルダの名前のみ入力する必要があります。

アーティファクト リポジトリの作成と共有
共有リポジトリについて
CloudCenter リポジトリ タイプ
Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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リポジトリの作成
リポジトリの共有
アプリケーション移行のデータのバックアップおよび復元

共有リポジトリについて
CloudCenter のユーザは、自分のリポジトリを定義し、アーティファクト リポジトリに必要なアプリケーション バイナリ ファイル、スクリプト ファイル、共有ファイ
ルを格納できます。導入時、このリポジトリから必要なファイルのダウンロード（またはサポートされる書き込み操作のためのアップロード）ができます。
セキュアなアクセス（秘密キー、クライアント証明書、信頼できる証明書）を使用してサポートされるリポジトリを認証するために、必要なリポジトリ クレデンシャ
ルを提供できます。

CloudCenter リポジトリ タイプ
各リポジトリのタイプごとに、CloudCenter のプラットフォームは、各タイプの設定に固有の設定を示す追加のフィールドを提供します。

次の表は、サポートされているリポジトリのタイプ、および CloudCenter でそれらを設定するときに必要な入力を示します。
リポジトリ
タイプ

説明

HTTP リポジ
トリ

アプリケーションのアーティファクトのための独自の HTTP リポジトリを使用します。詳細については、「アーティファクト リポジトリ」を参照し
てください。
ホスト名、ポート、およびオプションで、HTTP リポジトリのユーザ名/パスワードを指定します。
Apache、Nginx または選択した任意の他の Web サーバを使用して HTTP リポジトリを作成できます。作成後はホスト アプリケーション
のアーティファクトに HTTP リポジトリを使用できます。

HTTP リポジ
トリ

アプリケーションのアーティファクトのための独自の HTTPS リポジトリを使用します。詳細については、「アーティファクト リポジトリ」を参照
してください。
ホスト名とポートを指定します。ユーザ名/パスワード、または HTTPS リポジトリの秘密キー、クライアント証明書/信頼できる証明書からな
る SSL クレデンシャルの指定を選択できます。

FTP

アプリケーションのアーティファクトのための独自の FTP リポジトリを使用します。詳細については、「アーティファクト リポジトリ」を参照し
てください。
ホスト名、ポート、FTP リポジトリのユーザ名/パスワードを指定します。

Amazon S3
リポジトリ

AWS のアカウントのリージョン、アクセス キー、アクセス シークレット、およびリポジトリとして利用したい S3 バケットの名前を入力します。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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アーティファク アーティファクト リポジトリのホスト名、ポート、ユーザ名/パスワードまたは SSL クレデンシャルを指定します。
ト リポジトリ
アーティファクト リポジトリを設定するにはリポジトリに関するドキュメントを参照してください。
Puppet
サーバ

Puppet Agent を管理する中央サーバ。追加情報については、http://docs.puppetlabs.com（Puppet のインストール）を参照してくださ
い。Puppet サービスを使用している場合のみ表示されます。
（Puppet Master の）ホスト名と Certname サフィックス（Puppet Master の認証クレデンシャル）を提供します。詳細については、
「Puppet または Chef を使用するアプリケーションのモデル化」を参照してください。

Chef サーバ

Chef クライアントを管理する中央サーバ。追加情報については、https://docs.chef.io/（サーバのインストール）を参照してください。また
は、AWS マーケットプレイスで提供される無料の Chef サーバ イメージを使用することもできます。Chef サービスを使用している場合の
み表示されます。
Chef サーバのホスト名、Chef ユーザ キー、Chef の認証キー、およびオプションで信頼できる証明書を提供します。詳細については、
「Puppet または Chef を使用するアプリケーションのモデル化」を参照してください。
CloudCenter UI で指定する必要がある認証キーを取得するには、Chef コンソールからスターター キット をダウンロードできます。
Chef サーバがパブリック DNS を使用して設定されている場合、リポジトリを作成または編集する際は、ホスト名フィールドにパ
ブリック DNS を追加し、このパブリック DNS を信頼できる証明書フィールドにコピーします。
パブリック DNS の追加情報については、「CloudCenter External URL」を参照してください。

その他の入力 リポジトリの URL 全体を入力します。これは CloudCenter リソースの直接設定可能な唯一のオプションです。
共有リポジトリを定義するには、まずリポジトリを作成してから、該当するユーザまたはグループとリポジトリを共有する必要があります。

リポジトリの作成
新しいリポジトリを作成するには、次の手順に従います。
1. CCM UI の [リポジトリ（Repositories）] タブにアクセスします。
2. （もしあれば）リポジトリを確認します。
必要なリポジトリがこのページに表示されている場合は、編集アイコンをクリックします。所有者である場合にのみ、リポジトリを編集できま
す（「Permission Control」を参照してください）。
必要なリポジトリが表示されていない場合は、新しいリポジトリを追加するために残りの手順に従ってください。
3. [リポジトリの追加（Add Repositories）] ボタンをクリックして新しいリポジトリを追加します。
4. このリポジトリをモデリングするために必要な基本情報を入力します。
5. 認証方式に応じた認証クレデンシャルを提供し、ユーザ名/パスワードまたは SSL の証明書の詳細を入力します。
6. [保存（Save）] をクリックします。新しく追加されたリポジトリが保存され、[リポジトリ（Repositories）] のページに表示されます。

リポジトリの共有
各テナントおよびテナント内のユーザは、そのテナント固有の（または管理者によって許可される）共有リポジトリの表示のみできます。リポジトリを共有する
には、次の手順に従います。
1. CCM UI にアクセスして、[リポジトリ（Repositories）] をクリックします。
2. 必要なリポジトリで、[リポジトリの共有（Share Repository）] アイコンをクリックします。
3. このリポジトリへのアクセスが許可される必要なユーザ、グループ、およびテナントを関連付け、各関連付けの権限を特定します。また、すべての
ユーザまたはテナントとこのリポジトリを共有することを選択することもできます。
4. [保存（Save）] をクリックします。新しく追加されたリポジトリが保存され、[リポジトリ（Repositories）] のページに表示されます。

アプリケーション移行のデータのバックアップおよび復元
書き込み操作もサポートする一部のリポジトリは、上記の表に記載のとおり（書き込み操作の列を参照）、リポジトリへのデータのバックアップ（またはリポジト
リからの復元）に使用できます。
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この機能を使用するには、バックアップ/復元操作のバックアップ場所（リポジトリ エンドポイント）を指定する必要があります。[移行のプロパティ（Migration
Properties）] タブで、[スクリプトのバックアップ（Backup Script）]、[場所のバックアップ（Backup Location）]、[スクリプトの復元（Restore Script）] の相対パ
スを指定すると、クラウド間のアプリケーション移行を行うためにこれらが使用されます。
[場所のバックアップ（Backup Location）]：[場所のバックアップ（Backup Location）] で指定したリポジトリにアプリケーション データをバックアップし
ます。バックアップ/復元機能を使用するには、移行スクリプトに次の行を追加します。/usr/local/osmosix/etc/request_util.sh
[スクリプトのバックアップ（Backup Script）]：バックアップ シェル スクリプトを使用して util 機能を呼び出します。バックアップ ファイルに行
backupFile $path_on_repo $localFilePath を含め、$localFilePath を、バックアップする必要があるファイルのパスに置き換えます。
[スクリプトの復元（Restore Script）]：復元シェル スクリプトを使用して util 機能を呼び出します。行 restoreFile $path_on_repo $localFilePath
を含めてファイルを復元し、$localFilePath をファイルのコピー先のパスで置き換えます。
バックアップまたは復元する必要があるファイルごとに、backupFile と restoreFile 機能の呼び出しを繰り返すことができます。

トポロジとメタデータ
トポロジ モデラー
導入パラメータ
カスタム プロパティのメタデータ
セキュリティとファイアウォール ルール
IP 割り当てモード

トポロジ モデラー
トポロジ モデラー
概要
[基本情報（Basic Information）] タブ
[グローバル パラメータ（Global Parameters）] タブ
[トポロジ モデラー（Topology Modeler）] タブ
トポロジ モデラーのグラフィカル ワークフロー
トポロジ モデラー サービス
トポロジ モデラーのプロパティ

概要
CloudCenter メタデータ記述子は次のタブで分類されます。
基本情報
グローバル パラメータ
トポロジ モデラー
このセクションでは各タブについて説明します。

[基本情報（Basic Information）] タブ
CloudCenter プラットフォームは、アプリケーションごとに定義した基本情報、パラメータ、トポロジ固有のサービス、およびプロパティに基づいて、N 層のアプ
リケーション（またはアプリケーション プロファイル）をモデリングします。この情報が各アプリケーションのメタデータ記述子（JSON オブジェクト）を提供し、
Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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CloudCenter プラットフォームが CCM サーバ上にメタデータ情報を保存して、アプリケーションを導入する際にクラウドの互換性やアプリケーションのベンチ
マークを判別します。
このタブは、プロファイルの作成時に、名前、バージョン、説明、カテゴリ、タグ、メタデータ、およびそのほかの詳細などのアプリケーションに関する基本情報
を収集します。

[プロトコル（Protocol）] フィールドは、N 層のアプリケーションをモデリングする際に（[HTTP]、[HTTPS]、[なし（None）]、[両方（Both）] に加えて）
追加の [なし（None）] オプションを提供します。[なし（None）] を選択すると、CloudCenter プラットフォームは、アプリケーション導入の詳細ペー
ジのアクセス リンク URL を追加しません。

標準または非標準ポートを使用する [HTTP]、[HTTPS]、または [両方（Both）] のオプションは、適切なアプリケーション アクセス リンク の
URL 設定に対してのみ選択できます。最上層のアプリケーション ファイアウォール ルールが適切に設定されていることを確認してください。
最上位のアプリケーション層は、デフォルトではサービス定義に指定されているファイアウォール ルールを使用するように設定されています
（たとえば、Apache サービスはポート 80 および 443 を開きます）。しかし、アプリケーション要件に基づいて、ユーザがアプリケーション プロ
ファイルのこのルールを変更できます。

[マイクロセグメンテーションの有効化（Enable microsegmentation）] オプションをオンにすると、プロバイダー アプリケーション層（たとえば、データベース層）
のファイアウォール ルールは、コンシューマ アプリケーション層（たとえば、App 層）のみサービス別ポート（たとえば、TCP ポート 3306）に接続することを許
可するように自動的に設定されます。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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この機能は、Cisco ACI により有効になったクラウドでのみサポートされます。アプリケーションを他のクラウドに導入すると、このファイアウォール ルールは
無視されます。マイクロセグメンテーションの追加情報については、「Security and Firewall Rules」を参照してください。
このタブでは、submitted 時もジョブ/導入で引き継がれるメタデータ タグを追加することもできます。

[グローバル パラメータ（Global Parameters）] タブ
[グローバル パラメータ（Global Parameters）] タブで定義されているパラメータは、アプリケーションやアプリケーション プロファイルのすべての層およびス
テップに適用されます。

「パラメータの使用 」ページでは、異なるレベルのパラメータ定義の違いについて説明しています。
「トラブルシューティングのパラメータ」ページでグローバル パラメータのプロセスおよびユースケースについて説明しています。

[トポロジ モデラー（Topology Modeler）] タブ
トポロジ タブには 3 つのメイン セクションが含まれています。
トポロジ モデラー グラフィカル ワークフロー：アプリケーションごとのグラフィカルなワークフロー。各アプリケーションのグラフィカル ワークフローの
特定の層をクリックすると、その層の設定可能なパラメータとフィールドが表示されます。
トポロジ モデラー サービス：定義または選択されたサービスのタイプおよびグループ。トポロジ モデラー サービス：定義または選択されたサービス
のタイプおよびグループ。
トポロジ モデラー のプロパティ：アプリケーションのアクションをさらに適切にするために、サービス パラメータを使用して定義されたアプリケーション
のプロパティ。

トポロジ モデラーのグラフィカル ワークフロー
アプリケーション アーキテクチャおよびコンポーネントを定義するために CCM UI のトポロジ モデラーを使用します。トポロジ モデラーにより、単純な、クラウ
ドに依存しない方法で複雑なトポロジ アプリケーションを迅速にモデル化し、複雑なサービスの依存関係を維持できます。またこのトポロジ モデラーにより、
ユーザがカスタム スクリプト（アプリケーション設定スクリプト）とサービスをプラグ インすることもできます。追加情報については、「パラメータとマクロ」を参照
してください。
Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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新しく作成されたサービスは、トポロジ モデラーの [サービス（Services）] パレットに表示されます。パレットからアプリケーションに追加するサービスを選択す
ると、[プロパティ（Properties）] ペインで追加のパラメータを定義することにより、サービスのこのインスタンスをさらに適格化できます。

アプリケーションのモデリングの際は、層間の依存関係が 1 つの層から次の層への矢印を使用して示されます。矢印の頭は、矢印の末尾の VM インスタン
スを設定する前に完全に実行されるすべてのサービス スクリプトとともに機能する必要がある VM インスタンスを表します。

アプリケーション層の導入ステータス
各層の左側のインジケータには、オーケストレーション時のその層のトポロジ モデラーのグラフィカル ワークフローにおける導入ステータスが表示されます。
インジケータの色

アプリケーション層のステータス

黄に点滅

アプリケーション層は初期化前の状態です。

グリーンに点滅

アプリケーション層を初期化しています。

グリーンで点灯

アプリケーション層は稼働中です。

レッドで点灯

アプリケーション層でエラーが発生しています。

トポロジ モデラー サービス
アプリケーションに必要なサービスを特定するにはサービス パレットを使用します。CloudCenter プラットフォームにより、CloudCenter サポート対象サービ
スを選択またはサービス フレームワークによってカスタム サービスを定義（管理者のみ）できます。管理者は、カスタム サービスをテナント内のすべてのユー
ザが利用できるように選択することができます。
管理者は、新しいサービスを作成したら、トポロジ モデラーの [サービス（Services）] タブにこのサービスを表示するためにその中の 1 つの直感的なグルー
プを 1 つ選択する必要があります。

サービスを追加すると、新しく作成されたサービスは、トポロジ モデラーの [サービス（Services）] パレットに表示されます。
サポートされる設定済みサービスの一覧を表示するには、「サービス」を参照してください。
新規/既存のサービスを作成/変更するには、「カスタム サービスの定義」を参照してください。
追加/変更サービスに関連する微妙な違いを理解するには、「Services (Admin)」を参照してください。
ユーザがカスタム サービスを実行可能なアクティビティを理解するためには、「Permission Control」を参照してください。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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カスタム サービス グループ
CloudCenter プラットフォームを使うと、カスタム サービス（コンテナまたはイメージ）のインポート、またはクラウドの VM を起動するためのカスタム サービス
の定義、コンポーネントのインストール、コンポーネントの設定、スクリプトの開始、コンポーネントの拡大縮小、コンポーネントのシャットダウン/削除もできま
す。このサービスの各インスタンスに固有のプロパティ パラメータを定義することにより、各サービスをさらに適格化できます。
CloudCenter は、カスタム サービス グループ内の次のカスタム サービスを提供します。
Custom：カスタム イメージ
Custom (Agentless)：CloudCenter ツールのブートストラップがない カスタム イメージ
Docker：Docker の統合

トポロジ モデラーのプロパティ
[プロパティ（Properties）] パレットを使用すると、特定の層のアプリケーションをインストール、カスタマイズ、設定、開始、停止、アップグレード、または実行す
るためのスクリプトまたはバイナリを指定できます。
[グローバル パラメータ（Global Parameters）] タブで指定したパラメータは、アプリケーション全体に適用されます。このセクションで指定したパラメータは、ア
プリケーション内の特定の層だけに適用されます。
トポロジ モデラーのグラフィカル ワークフローの特定の層をクリックすると、その層の設定可能なパラメータとフィールドが表示されます。詳細については、
「導入ライフサイクルのスクリプト」を参照してください。
各層の設定可能なフィールドは、次のグループで使用可能です。
全般設定（General Settings）：このアプリケーションの名前、バージョン、リビジョン、説明、カテゴリ、タグ、ヘルプ リンクおよびロゴ。：このアプリ
ケーションの名前、バージョン、リビジョン、説明、カテゴリ、タグ、ヘルプ リンクおよびロゴ。
サービス初期化（Service Initialization）：保存したスクリプトまたは URL を参照するサービス動作（開始前、開始後、停止前、停止後）。
外部初期化（External Initialization）：サービスの起動、開始、終了の前または後に追加のスクリプトを実行。
ファイアウォール ルール（Firewall Rules）：このアプリケーションのアクセス（指定されたとおりに VM とクラウド間のポートを動的にオープン）およ
びネットワーキングの制限。
導入パラメータ（Deployment Parameters）：導入時に値を指定できる、グローバルまたは層/ステップ固有のシステム定義またはユーザ定義変数。
最小ハードウェア仕様（Minimum Hardware Specifications）：CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク速度、およびアーキテクチャ指令
環境変数（Environment Variables）：プロセスが層間またはステップ間でどのように動作するかに影響する引数（値）。
ノード初期化およびクリーンアップ（Node Initialization and Clean Up）：VM のインストール、カスタマイズ、設定、開始、実行に必要となることが
あるスクリプトまたはバイナリへの参照。
移行（Migration）：クラウド間でアプリケーションを移動するためのバックアップおよび復元情報。
アップグレード（Upgrade）：このアプリケーションおよび依存スクリプトのアップグレードの種類（該当する場合）。
詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。

導入パラメータ
導入パラメータ
概要
導入パラメータの追加
導入パラメータの使用
継承された導入パラメータ
ユーザ定義のパラメータの詳細なコントロール
導入パラメータのアイコン
導入パラメータの削除
導入パラメータの編集

概要
CloudCenter 4.8.0.1 では、導入時にエンド ユーザにサービス パラメータが表示できるように改善が図られました。ユーザは、パラメータを導入パラメータと
して定義し、それらに対して設定を行うことができます。これらの設定は、導入時にパラメータを表示可能、編集可能、およびオプションにするかどうかを制御
します。

導入パラメータの追加
導入パラメータは、展開時にユーザによってカスタマイズされることを意図しており、サービス レベルで作成し、アプリケーション内で継承パラメータとして使用
したりアプリケーションのモデリング時に直接作成したりできます。
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Service-Level パラメータ：このパラメータはサービスに固有です。サービス レベルで導入パラメータを定義すると、アプリケーションのモデリング時
にサービスが使用される層で、継承 パラメータとして表示されます。このパラメータの可視性設定をカスタマイズし、アプリケーションのモデリング時
にデフォルト値をオーバーライドできます。

層レベル パラメータ：パラメータはアプリケーション内の各ステップまたは層に固有です。アプリケーションをモデリングするときに、導入パラメータを
層レベルで定義できます。アプリケーション モデリング プロセス時にはこのパラメータの可視性設定を制御して、導入プロセス時に表示可能、編集
可能、またはオプション選択可能となるように設定できます。

導入パラメータの使用
追加情報については、「パラメータの使用」を参照してください。

継承された導入パラメータ
パラメータがサービス レベルで定義される場合、このパラメータは層レベルで表示されるときに表示（継承）されます。

これらのパラメータは、アプリケーションの導入時に、このサービスを使用するユーザに利用可能になります。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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ユーザがアプリケーションをモデリングするときに、これらのパラメータはこのサービスを使用するユーザが表示できます。モデリング時にアプリケーションで
使用される場合のみ、展開パラメータのデフォルト値を編集できます。

ユーザ定義のパラメータの詳細なコントロール

次の「ユーザ オプション」では、ユーザ定義パラメータに対するきめ細かい制御について説明しています。
ユーザ オプション

オン

オフ

このパラメータを、ユーザ
に表示しますか。

このパラメータは、アプリケーションの導入時にユー
ザに表示されます。

このパラメータは、アプリケーションの導入時にユーザに表示されま
せん。

ユーザは、アプリケーションのモデリングのプロセス
中に表示設定をオーバーライドできます。
このパラメータを、ユーザ
に編集可能にしますか。

このパラメータは、アプリケーションの導入時にユー
ザにより編集可能になります。

このサービスはユーザに対して自動的に無効にされるため、アプリ
ケーション導入時には編集できません。

ユーザは、アプリケーションのモデリングのプロセス
中に編集設定をオーバーライドできます。
このパラメータを、オプショ オプション選択可能とマークされます。このパラメー
タは、アプリケーションの導入時にユーザに編集可
ン選択可能にしますか。
能になります。

必須とマークされます。このパラメータは必須であり、ユーザはアプリ
ケーションの導入時に値を入力または選択する必要があります。

ユーザは、アプリケーションのモデリングのプロセス
中にオプション設定をオーバーライドできます。
複数の値の選択を許可
する

ユーザは、アプリケーションの導入時に、このパラ
メータの複数の値を選択できます。

ユーザは、アプリケーションの導入時に、このパラメータの 1 つの値を
選択できます。

導入パラメータのアイコン
パラメータの所有権および許可されたアクションに応じて、層レベルおよびサービス レベルで使用できる 4 つのアクション アイコンの 1 つが表示されます。

[+] アイコンをクリックして、新しい導入パラメータを必要なポイント（他のいずれかのパラメータの前または後）に追加します。
矢印をクリックして、リストされたパラメータの順序内でパラメータの優先順位を低くします。
Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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矢印をクリックして、リストされたパラメータの順序内でパラメータの優先順位を低くします。
[-] アイコンをクリックして、既存の導入パラメータを削除します。

導入パラメータの削除
サービス レベルで導入パラメータを削除すると、そのパラメータのすべての使用が影響を受けます。この導入パラメータは、次の場合に利用できなくなります。
そのサービスを含むアプリケーションを編集する。
そのサービスを含むアプリケーションを導入する。

導入パラメータの編集
サービス レベルで導入パラメータのデフォルト値を変更したときには、この変更は、アプリケーションのモデリング プロセス中にデフォルト値がオーバーライド
されていない場合に、アプリケーション レベルでのこのパラメータの使用に反映されます。

カスタム プロパティのメタデータ
カスタム プロパティのメタデータ
概要
設定済みマクロのサポート
メタデータ情報の追加
メタデータの使用例
マイクロセグメンテーション

概要
CloudCenter では、VM のカスタム プロパティにメタデータを追加できます。

設定済みマクロのサポート
追加情報については、「CloudCenter 定義のパラメータ」を参照してください。
必須チェックボックスを選択した場合、メタデータ セクションでは、値は必須フィールドです。

メタデータ情報の追加
新しいサービスを追加する際に、グローバル パラメータ、層/ステップ固有のシステム パラメータ、またはユーザ定義のパラメータを使用し、導入時に価値を
付加できます。
サービスレベル メタデータ：このメタデータはサービスに固有です。このサービスを使用すると、ファイアウォールのメタデータは、アプリケーションお
よび層で表示されます。
グローバル アプリケーション レベル：このメタデータは、定義されているアプリケーションでは、このアプリケーション内のすべての層およびステップ
に適用されます（[トポロジ モデラー（Topology Modeler）] > [グローバル情報（Global Information）]）。
層レベル メタデータ：ファイアウォールのメタデータは、アプリケーション内の各ステップまたは層に固有です。
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メタデータの使用例
導入環境、ジョブを起動する人のユーザ名、ファイアウォール ルールなどのメタデータ情報を関連付けることができます。
追加情報については、「CloudCenter 定義のパラメータ」および「サービスのプロパティ」 > 「環境変数」を参照してください。
導入プロセス時にメタデータをジョブに関連付けることができます。その後、クラウド プロバイダーにこれらのタグからのメタデータ情報の取得に必要な API
がある限り、ユーザはクラウド プロバイダー コンソール内のタグを検索できます。

マイクロセグメンテーション
「セキュリティとファイアウォール ルール」を参照してください。

セキュリティとファイアウォール ルール
アプリケーションのセキュリティとファイアウォール ルール
概要
セキュリティ グループの削除：注意
分離タグ
マイクロセグメンテーションの有効化
サービス レベルのマイクロセグメンテーション
動的なファイアウォール ルールでのサービスの定義
アプリケーション層のファイアウォール ルールの設定

概要
CloudCenter プラットフォームは、さまざまなクラウド環境のアプリケーション VM をプロビジョニングします。これらのクラウド環境は、セキュリティ グループ/
ファイアウォール ルールにより、通信のセキュリティ（ノードと外部アクセス間の両方）を提供します。CloudCenter プラットフォームは、ノード間の相互通信を
可能にするためにアプリケーション トポロジに基づいてこれらのセキュリティ グループ/ファイアウォール ルールを動的に作成します。

セキュリティ グループの削除：注意
多くのセキュリティ グループが CloudCenter アカウントの下に表示されることがあります。次の表はセキュリティ グループをいつ作成および削除するかを特
定します。
クラウド プロバイダー コンソールからセキュリティ グループを削除する場合は、その後アプリケーション VM にアクセスできなくなる可能性がある
ことに注意してください。
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セキュリティ グルー
プ名

このセキュリティ グループが作成され
るとき

cliqr-job-worker*

ユーザの初期化時。

または

このグループは、セキュリティとファイ
アウォール ルールの登録時およびア
プリケーションの起動プロセス時にも作
成されます。

osmosix-job-worker*

cliqr-firewall-*

（アプリケーションが作成された時に）
アプリケーション層が特定のファイア
ウォール設定を必要とした時。

注記（Notes）

デフォルトでは適用されません。
アプリケーション導入 VM は、ファイアウォール ルール
によって明示的に接続を許可することなく、別のアプリ
ケーション導入の VM に接続できません。
ACI が有効になっていると、クラウドには適用されません
（現在は VMware vCenter ベースのプライベート クラウ
ド用のみ）。
なし

このセキュリティ グループが削除されるとき

ユーザ関連セキュリティ グループは、
CloudCenter プラットフォームからこのユー
ザを削除すると自動的に削除されます。

このセキュリティ グループは、アプリケーショ
ンの導入を終了するときに削除されます。

分離タグ
複数のサイトまたは複数のアカウント機能を使用してアプリケーションを導入する場合は、アプリケーションをモデリングするときにすべての
ファイアウォール要件に対応するようにしてください。
追加情報については、「Environments」を参照してください。
OpenStack または AWS ユーザへの導入を分離するために、CloudCenter は分離タグ機能を提供します。分離タグでは、これらの導入からの VM が相互
に通信できるように複数の導入にリンクできます。
分離タグは、AWS および OpenStack の導入のための Submit Job API によってのみサポートされます。
VM を起動すると、特定の導入からの VM のみが相互に通信できます。また、cliqr-user-security-group_ 自己参照ジョブ セキュリティ グループを使用する
と、このユーザが起動するすべての導入が相互に通信できます。
導入を分離しようとすると、セキュリティ グループが作成されますが、導入内の VM のいずれにも関連付けられていません。分離タグにより、セキュリティ グ
ループを作成して相互に通信する必要があるすべての VM にグループをアタッチできます。
これらのいずれかのケースでは、すべての導入が相互に通信する必要はなく、通信するための選択的な環境が必要になることがあります。このような場合、
これらの選択された VM が相互に通信できるようにするために CloudCenter 4.5.0 で導入された分離タグを使用できます。CloudCenter は、Submit Job
API によってこれらの導入に順序番号を分離タグとして使用します。

マイクロセグメンテーションの有効化
[マイクロセグメンテーションの有効化（Enable Microsegmentation）] オプションは、Cisco ACI により有効になったクラウドでのみサポートされます。
Enabled：別の層に直接依存している層のみが相互に通信できます。
Disabled（デフォルト）：アプリケーション内のすべての層が相互に通信できます。
マイクロセグメンテーション機能が無効（デフォルト）の場合、アプリケーション内のノードは相互に通信できます。ただし、上位 のアプリ
ケーション層以外では、サービス固有のポートに関するファイアウォール ルールが無視され、保存することはできません。これは、パブ
リック インターネット アクセスまたは特定の CIDR/subnet に対するサービス固有のポートを開くように設定されているファイアウォール
ルールとは無関係です。

アプリケーション プロファイルまたはアプリケーションをモデリングするときには、[マイクロセグメンテーションの有効化（Enable Micro segmentation）] オプ
ションを使用して（トポロジ モデラーの [基本情報（Basic Information）] タブから利用可能）、層間の ファイアウォール ルールを設定します。
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サービス レベルのマイクロセグメンテーション
次の動作は、サービス レベルのマイクロセグメンテーション機能に適用されます。
必要に応じて、アプリケーション層ファイアウォールまたはベンダー（テナント）ファイアウォールのリストの一部として、ポート 22（SSH）および 3389
（RDP）を明示的に設定する必要があります。
テナントのファイアウォール ルールを指定すると、ルールがある共有セキュリティ グループ（cliqr-job-worker*）は、テナント内の導入されているす
べての VM に適用されます。
このときサービスには一連の内部ファイアウォール ルールが含まれます。これらのルールは、アプリケーションをモデリングするとデフォルトとしてア
プリケーション層に適用されます。アプリケーション層のデフォルトの CIDR は、0.0.0.0/0 がデフォルトです。IP/CIDR/Tier は、トポロジ モデラー内
で接続を行うとすぐに、従属層の名前に自動的に変更されます。
同じ層内のノードは、相互に通信できます。
異なる導入のノードは相互に通信できません。異なる導入のノードは相互に通信できません。

動的なファイアウォール ルールでのサービスの定義
サービス レベルで動的なファイアウォール ルール（メタデータ）を定義するには、「Define a Custom Service」を参照してください。

アプリケーション層のファイアウォール ルールの設定
「トポロジ モデラー」 > 「基本情報 」から、[マイクロセグメンテーションの有効化（Enable microsegmentation）] チェックボックスを ACI クラウド統合のファイア
ウォール ルール向けに自動的に設定することに関する情報を参照してください。
アプリケーション層のファイアウォール ルールを設定するには、次の手順に従います。
1. アプリケーションをモデリングします。
2. トポロジをモデリングするとトポロジ モデラーの各層のファイアウォール ルールが設定されます。たとえば下図では、Apache ファイアウォール ルー
ルは MySQL 層用に設定されています。

3. MySQL サービスに Apache サービスを接続します。トポロジ モデラーのサービスを接続するとすぐに、ファイアウォール ルールの列の IP が自動
的にアップデートされ、Apache アプリケーション層の名前を表示します。
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4. 事前設定されたファイアウォール定義を維持するか、または必要に応じてさらにファイアウォール ルールを追加することもできます。

IP 割り当てモード
IP 割り当てモード
概要
プライベート IP 割当方法
IP 割り当てのクラウドの互換性
IP モード設定
カスタム サービス用の NIC の定義
バッチ アプリケーション用の NIC の定義
N 層のアプリケーション用の NIC の定義
コンフィギュレーション ファイルの属性
NIC の設定
イメージ用の NIC の追加/アップデート
ネットワーク インターフェイスのアタッチ
%NIC#_IP% パラメータの交換
クラウド固有の微妙な違い
参考資料

概要
この機能では、複数のネットワーク インターフェイス カード（NIC）を VM に追加し、各 NIC について、プライベ ート IP を事前に検出し（事前割り当て IP）、設
定ドライブ ファイルを介してそれを OpenStack クラウド プロバイダーに渡すことができます。
この機能は、OpenStack クラウドでのみ使用できます。

プライベート IP 割当方法
CloudCenter リリース
のサポート

列挙型

説明

DHCP
（デフォルト）

この割当方法では、DHCP サーバによってサーバのブート アップのインスタンスに IP を割り当てることがで
きます。この IP アドレスは、サーバのブート アップ後に判明します。

CloudCenter 3.x
CloudCenter 4.x

IP の事前割り
当て

この方法では、サーバのブート アップ前にクラウド インフラストラクチャの IP 割り当てを動的に提供できま
す。この方法は、次の OpenStack アプリケーションに固有です。

CloudCenter 3.x
CloudCenter 4.x

Cisco CSR1000：設定ドライブ ファイルの IP にサーバのブート アップ前にわかっている事前割り当て
済み IP が設定されています。
Cisco F5 ロード バランサ：複数の NIC をサポートします。
スタティック IP
（Static IP）

この方法により、顧客が IP アドレスを提供できます。この IP アドレスは、（可用性に基づいて）サーバが使用
できるとは限らないため、この方法を使用する前に IP の可用性を十分に確認する必要があります。

CloudCenter 3.x

CloudCenter 3.x 以降では、IP 割当方法を設定するために IPAM Callout Scripts をサポートします。

IP 割り当てのクラウドの互換性
クラウド

OpenStack

サポートされる
方法
DHCP
IP の事前割
り当て

パブリック IP の関連付け

ネットワーク インター
フェイス アタッチメント

設定ドライブ パラ
メータ

パブリック IP の任意のプライベート IP アドレスへの関連付けをサポートし、したがってユーザ
が指定した任意の NIC への関連付けをサポートします。

起動前にアタッチされ
ているすべてのイン
ターフェイスです。

追加可能です。

起動された VM では、割り当てられている NIC の番号は、対応するイメージ定義内で定義され
ている NIC の番号に基づいています。オプションでパブリック IP アドレスを持つように各 NIC
を設定できます。また、各 NIC のプライベート IP アドレスの IP 割当方法（DHCP または事前
割り当て IP）を選択することもできます。
AWS

DHCP
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セカンダリ ネットワー
追加できません。
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IP モード設定
アプリケーションまたはアプリケーション プロファイルのモデリングの一部として、各イメージの適切な NIC の番号が設定されていることを確認します。基本イ
メージは NIC の番号を指定します。ネットワーク インターフェイスは、イメージの設定に基づく読み取り専用です。

カスタム サービス用の NIC の定義
環境のデフォルトを設定しないと、カスタム サービス層の numNics 属性を使用するアプリケーションに NIC 情報が含まれないことがあり、したがってデフォ
ルトではハードウェアの仕様がアプリケーションにおいて定義されずに、この API 要求が失敗する原因になります。この場合、これらのオプションのいずれか
に従います。
アプリケーションがハードウェア プロファイルを定義することを要求している場合に（numberOfNICs に基づいて）NIC 情報を提供します。
アプリケーションに定義されたハードウェア プロファイルがない場合は NIC 情報を提供しません。

バッチ アプリケーション用の NIC の定義
IP モードを割り当てるには、既存の CloudCenter 3.x アプリケーションを再モデリングするか、または CloudCenter 4.0 アプリケーションをモデリングして、
ネットワーク インターフェイスの数を指定する必要があります（デフォルトでは、この値は 1 に設定されています）。

N 層のアプリケーション用の NIC の定義
トポロジ モデラーの [プロパティ（Properties）] タブの [ネットワーク インターフェイスの数（Number of Network Interfaces）] セクションで、層ごとに更新する
N 層アプリケーションのネットワーク インターフェイスの数を指定します（デフォルトでは、この値は 1 に設定されています）。

コンフィギュレーション ファイルの属性
「トポロジとメタデータ」セクションの [グローバル パラメータ（Global Parameters）] タブで、設定ドライブ ファイルと設定ドライブ ファイルの内容を指定します。
このジョブを起動すると、ファイルの内容のパラメータが、関連した IP アドレスで置き換えられます。事前割り当て IP モードを使用することでコンフィギュレー
ション ファイルの内容の IP の置換のみ実行できます。
Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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cloudConfigFilePath パラメータの値は、文字列としてファイルの場所およびタイプとしての値を追加します。

cloudConfigFileContents パラメータの値は、テキストエリアとしてファイルの内容およびタイプとしての値を追加します。

NIC の設定
イメージにより、イメージと関連付けることが可能な NIC の番号が決まります。

イメージ用の NIC の追加/アップデート
デフォルトでは、すべてのイメージの NIC の番号は 1 です。
注意：
•
•
•
•

イメージがイメージ スナップショットの NIC のブート設定をサポートしていることを確認する必要があります。
NIC をサポートすることで VM 用のハードウェアを追加できます。
イメージ スナップショットでは、NIC をプーリングする必要があり、また NIC を起動する必要があります。
IP 割り当てオプションはクラウド専用です。クラウドのサポートに基づいて、サポートされているオプションがドロップダウン リストに表示
されます。
• 一部のクラウドでは、セカンダリ NIC が起動後に追加され、イメージは NIC のプールと起動を行う設定スクリプトをサポートする必要が
あります。

イメージの NIC の番号を変更するには、このプロセスに従ってください。
1. CCM UI から、[管理（Admin）] > [イメージ（Images）] を選択します。
2. イメージを追加するには、[イメージの追加（Add Image）] をクリックするか、更新するイメージの [編集（Edit）] をクリックします。
3. [ネットワーク インターフェイスの数（Number of Network Interfaces）] フィールドを変更して、このイメージに使用する NIC を表示します。
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ネットワーク インターフェイスのアタッチ
アプリケーションを導入すると、選択クラウド ネットワークと IP 割当方法を設定してネットワーク インターフェイスをアタッチできます。
ネットワークまたは IP 割り当てを変更するには、このプロセスに従ってください。
1. CCM UI から、[管理（Admin）] > [アプリケーション（Applications）] を選択します。
2. 導入するアプリケーションをクリックします。
3. [ネットワーク インターフェイスのアタッチ（Attach Network Interfaces）] フィールドをこの導入で必要なネットワークと IP 割り当てに変更します。

%NIC#_IP% パラメータの交換
NIC の番号（NIC1、NIC2 など）は、アプリケーション プロファイルのネットワーク インターフェイスの数に対応します。コンフィギュレーション ファイルで使用さ
れている IP アドレスの代替パラメータは（「コンフィギュレーション ファイル」を参照）、%NIC1_IP%、%NIC2_IP%、... の設定と同じ順序になります。NIC の
番号 = 1 で、かつ定義されている優先/デフォルトのネットワークがある場合、入力は DHCP オプションのそのネットワークがデフォルトになります。
そうでなければ、すべてのジョブ送信のために必要なネットワークを選択する必要があります。
NIC の順番は重要です。順番が IP アドレスでロードされるパラメータを定義します。たとえば、順番が 1 で方法が PREALLOCATE_IP であれば、生成され
たパラメータは、%NIC1_IP%（1 番目の NIC）、%NIC2_IP%（2 番目の NIC）であり、このパラメータは VM に提供される設定ドライブ ファイルで対応する
IP アドレスに置き換えられます。

クラウド固有の微妙な違い
クラウド プロバイダーの NIC のサポートは、関連する [ネットワーク インターフェイスの追加（Add Network Interfaces）] フィールドを CCM UI に表示するか
どうかを決定します。パブリック IP の割り当てタスクはクラウドによって異なります。次のセクションでは、必要に応じて関連するクラウドの微妙な違いを示し
ます。
OpenStack
OpenStack クラウドの微妙な違い
パブリック IP の割り当てタスクは、OpenStack がプライベート IP とパブリック IP のペアをサポートするので NIC ごとに実行されます。
複数 NIC のサポートでは、イメージ定義に番号を追加することで VM に割り当てる NIC の番号を指定できます。プロファイルは、イ
メージから NIC の番号と、いつアプリケーションを導入したかを継承します。[高度なオプション（Advanced Options）] ドロップダウン リ
ストでは、各 NIC に割り当てるネットワークを選択できます。
Google
Google クラウドの微妙な違い
パブリック IP の割り当てタスクは、Google がプライベート IP とパブリック IP のペアをサポートするので NIC ごとに実行されます。
複数の NIC のサポートは現在利用できません。
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AWS
AWS クラウドの微妙な違い
UI：パブリック IP 割り当てタスクは独立しており、eth0 インターフェイスをパブリック IP と関連付けできることを示します。
アプリケーションの導入時または AWS の設定に導入環境のデフォルトを設定すると、パブリック IP 割り当て設定が指定
の AWS サブネットのパブリック IP の自動割り当てを有効にする設定の状態を反映します。パブリック IP 割り当て =
チェック解除 + パブリック IP の自動割り当てを有効にする = チェック解除の場合、パブリック IP は割り当てられず、導入
が失敗します。このため、CloudCenter プラットフォームは、ピン接続されたサブネットに基づいてパブリック IP 割り当てを
自動的に切り替えます。CloudCenter のアプリケーションの導入時にこの設定を上書きできます。インターネットへのアク
セスがないと、サブネット ルーティング テーブルがインターネット ゲートウェイに接続されないことに注意してください。
API：

nics
説明：AWS ネットワーク インターフェイス カード（NIC）の設定に関する詳細。詳細については、「IP Allocation Mode」を参照
してください。AWS の可用性のセットおよびゾーンの概念は、各ゾーンに複数のサブネットがあるためサブネットにマッピング
されます。このため、可用性のセットに対する入力としてサブネットのリストを入力する必要があります。API ジョブの導入時に、
可用性のセットの入力は NIC 情報の一部として提供されます。1 番目の NIC をより具体的にするために、例に示すようにカ
ンマ区切りのサブネットのリストとして情報が含まれます。
タイプ：オブジェクト

networkId
説明：必要な各層のネットワーク識別子。
タイプ：文字列
必須（アプリケーション プロファイルで設定されている場合）

privateIPAllocationMode
説明：AWS クラウドの NIC を設定するために使用される割当方法を特定します。
タイプ：列挙型
CloudCenter リ
リースのサポート

列挙型

説明

DHCP（デフォ
ルト）

この割当方法では、DHCP サーバによってサーバのブート アップのインス
タンスに IP を割り当てることができます。この IP アドレスは、サーバの
ブート アップ後に判明します。

CloudCenter
3.x

この方法では、サーバのブート アップ前にクラウド インフラストラクチャの
IP 割り当てを動的に提供できます。この方法は、次の OpenStack アプリ
ケーションに固有です。

CloudCenter
3.x

IP の事前割り
当て

CloudCenter
4.x

CloudCenter
4.x

Cisco CSR1000：設定ドライブ ファイルの IP にサーバのブート アッ
プ前にわかっている事前割り当て済み IP が設定されています。
Cisco F5 ロード バランサ：複数の NIC をサポートします。
スタティック IP
（Static IP）

この方法により、顧客が IP アドレスを提供できます。この IP アドレスは、
（可用性に基づいて）サーバが使用できるとは限らないため、この方法を使
用する前に IP の可用性を十分に確認する必要があります。

CloudCenter
3.x

order
説明：リソースがアタッチされる番号。フェーズを更新する際に、リソースのアレイ上の別の位置にリソースを並べ替え
るためにこの順番を使用します。
タイプ: Long
必須（アプリケーション プロファイルで設定されている場合）
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nicNetworkType
説明：この NIC のネットワークのタイプ。対応するドメインのリストが各オプションにアタッチされます。
タイプ：列挙型
列挙型

説明

NETWORK

別のプライベート ネットワークと重複する IP の範囲をサポートするプライベート ネットワーク

BRIDGE_DOMAIN

同じフラッディングまたはブロードキャストの特性を共有する一連の論理ポート。ACI 環境で
使用します。

例 1：DHCP 割り当てモードの使用

"nics": [

{

"order": 1,
"allocationMode": "DHCP",
"allocatePublicIp": "true",
"id": "subnet-bf7c40cb,subnet-dc3c45f4"

}]

例 2：静的 IP 割り当てモードの使用
クラウド インスタンス タイプの作成によるインスタンス作成時に静的プライベート アドレスを NIC にアタッチ
し、それからそのアドレスを DHCP allocationMode の代わりに使用します。

nics":[
{
"order":1,
"allocationMode":"STATIC_IP",
"allocatePublicIp":"false",
"id":"subnet-7dc30d25",
"properties":
[{
"key":"PRIVATE_IP_LIST",
"values":[
"12.3.6.1"
]
}]}]
例 3：複数の NIC の使用
AWS は、同じ可用性ゾーン内のサブネット間で複数の NIC をサポートします。
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[

{
"order":1,
"allocationMode":"DHCP",
"allocatePublicIp":"true",
"id":"subnet-74752b32"
},
{
"order":2,
"allocationMode":"STATIC_IP",
"allocatePublicIp":"false",
"id":"subnet-7dc30d25",
"properties":[
{
"key":"PRIVATE_IP_LIST",
"values":[
"12.3.6.1"
] } ] } ]

Azure
Azure クラウドの微妙な違い

nics
説明：AWS ネットワーク インターフェイス カード（NIC）の設定に関する詳細。詳細については、「IP Allocation Mode」を参照してくださ
い。AWS の可用性のセットおよびゾーンの概念は、各ゾーンに複数のサブネットがあるためサブネットにマッピングされます。このため、
可用性のセットに対する入力としてサブネットのリストを入力する必要があります。API ジョブの導入時に、可用性のセットの入力は
NIC 情報の一部として提供されます。1 番目の NIC をより具体的にするために、例に示すようにカンマ区切りのサブネットのリストとし
て情報が含まれます。
タイプ：オブジェクト

networkId
説明：必要な各層のネットワーク識別子。
タイプ：文字列
必須（アプリケーション プロファイルで設定されている場合）
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privateIPAllocationMode
説明：AWS クラウドの NIC を設定するために使用される割当方法を特定します。
タイプ：列挙型
CloudCenter リ
リースのサポート

列挙型

説明

DHCP
（デフォルト）

この割当方法では、DHCP サーバによってサーバのブート アップのインスタンスに
IP を割り当てることができます。この IP アドレスは、サーバのブート アップ後に判明
します。

CloudCenter
3.x

この方法では、サーバのブート アップ前にクラウド インフラストラク チャの IP 割り
当てを動的に提供できます。この方法は、次の OpenStack アプリケーションに固
有です。

CloudCenter
3.x

IP の事前割り
当て

Cisco CSR1000：設定ドライブ ファイルの IP にサーバのブート アップ前にわ
かっている事前割り当て済み IP が設定されています。
Cisco F5 ロード バランサ：複数の NIC をサポートします。
スタティック IP
（Static IP）

この方法により、顧客が IP アドレスを提供できます。この IP アドレスは、（可用性に
基づいて）サーバが使用できるとは限らないため、この方法を使用する前に IP の可
用性を十分に確認する必要があります。

CloudCenter
4.x

CloudCenter
4.x

CloudCenter
3.x

order
説明：リソースがアタッチされる番号。フェーズを更新する際に、リソースのアレイ上の別の位置にリソースを並べ替えるために
この順番を使用します。
タイプ: Long
必須（アプリケーション プロファイルで設定されている場合）

nicNetworkType
説明：この NIC のネットワークのタイプ。対応するドメインのリストが各オプションにアタッチされます。
タイプ：列挙型
列挙型

説明

NETWORK

別のプライベート ネットワークと重複する IP の範囲をサポートするプライベート ネットワーク

BRIDGE_DOMAIN

同じフラッディングまたはブロードキャストの特性を共有する一連の論理ポート。ACI 環境で使用し
ます。

例 1：DHCP 割り当てモードの使用

"nics": [

{

"order": 1,
"allocationMode": "DHCP",
"allocatePublicIp": "true",
"id": "subnet-bf7c40cb,subnet-dc3c45f4"

}]

例 2：静的 IP 割り当てモードの使用
クラウド インスタンス タイプの作成によるインスタンス作成時に静的プライベート アドレスを NIC にアタッチし、それから
そのアドレスを DHCP allocationMode の代わりに使用します。
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nics":[
{
"order":1,
"allocationMode":"STATIC_IP",
"allocatePublicIp":"false",
"id":"subnet-7dc30d25",
"properties":
[{
"key":"PRIVATE_IP_LIST",
"values":[
"12.3.6.1"
]
}]}]
例 3：複数の NIC の使用
AWS は、同じ可用性ゾーン内のサブネット間で複数の NIC をサポートします。

[

{
"order":1,
"allocationMode":"DHCP",
"allocatePublicIp":"true",
"id":"subnet-74752b32"
},
{
"order":2,
"allocationMode":"STATIC_IP",
"allocatePublicIp":"false",
"id":"subnet-7dc30d25",
"properties":[
{
"key":"PRIVATE_IP_LIST",
"values":[
"12.3.6.1"
] } ] } ]

VMware
VMware クラウドの微妙な違い

nics
説明：ネットワーク インターフェイス カード（NIC）の設定に関する詳細。詳細については、「IP Allocation Mode」を参照してください。
タイプ：オブジェクト

id
説明：この CloudCenter のリソースの一意のシステム生成の識別子。
タイプ：文字列
必須（アプリケーション プロファイルで設定されている場合）
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allocationMode
説明：VMware または OpenStack クラウドの NIC を設定するために使用される割当方法を特定します。
Submit Job API で利用可能な PrivateFixedIPAllocationStrategies 属性からこの ID を取得します。
アプリケーション プロファイルの NIC サイズが 1 で、定義されている有線（または）デフォルト ネットワークがあれば、nic
属性をジョブ送信で指定する必要はありません。
デフォルト = DHCP です。デフォルトでは、コンフィギュレーション ファイルのパラメータの交換はできません。
タイプ：列挙型
CloudCenter リ
リースのサポート

列挙型

説明

DHCP
（デフォルト）

この割当方法では、DHCP サーバによってサーバのブート アップのインスタンスに
IP を割り当てることができます。この IP アドレスは、サーバのブート アップ後に判明
します。

CloudCenter
3.x
CloudCenter
4.x

IP の事前割り
当て

この方法では、サーバのブート アップ前にクラウド インフラストラクチャの IP 割り当
てを動的に提供できます。この方法は、次の OpenStack アプリケーションに固有
です。

CloudCenter
3.x
CloudCenter
4.x

Cisco CSR1000：設定ドライブ ファイルの IP にサーバのブート アップ前にわ
かっている事前割り当て済み IP が設定されています。
Cisco F5 ロード バランサ：複数の NIC をサポートします。
スタティック IP
（Static IP）

この方法により、顧客が IP アドレスを提供できます。この IP アドレスは、（可用性に
基づいて）サーバが使用できるとは限らないため、この方法を使用する前に IP の可
用性を十分に確認する必要があります。

CloudCenter
3.x

必須（アプリケーション プロファイルで設定されている場合）

allocatePublicIp
説明：パブリック IP が NIC（または、OpenStack クラウドの場合はプライベート IP）と関連付けられているかどうかを特定し
ます。
タイプ：ブール値
true：パブリック IP は NIC に関連付けられています。
false：パブリック IP は NIC に関連付けられていません。

order
説明：リソースがアタッチされる番号。フェーズを更新する際に、リソースのアレイ上の別の位置にリソースを並べ替えるために
この順番を使用します。
タイプ: Long

参考資料
導入環境を表示します（この API 応答から cloudId、cloudType、および depEnvId 属性の詳細を取得します）。
クラウドのプロパティの表示
アプリケーションの導入（API ユースケース）

サービス設定
サービスのプロパティ
Apache
CephFS
Chef
Docker
My SQL
NFS
Nginx
Puppet
Tomcat
Varnish
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サービスのプロパティ
サービスのプロパティ
概要
全般設定
外部初期化
ノードの初期化とクリーンアップ
サービスの初期化
ファイアウォール ルール
カスタム パラメータ
ハードウェア仕様
環境変数
移行
アップグレード
参考資料

概要
サービスは、アプリケーション向けの中間層の構成要素です。サービスの概念は CloudCenter プラットフォームにとって自然なものです。Tomcat、NginX、
MongoDB などのサービスの概念は、内部の CloudCenter プラットフォーム内に存在し、トポロジ モデラーを介してそれらが公開されます。CloudCenter サ
ポート対象サービスのリストは、サービス ページにあります。
カスタム サービスを定義したり、また CloudCenter サポート対象サービスを使用して次のオプションのいずれかを使用するアプリケーションをモデリングおよ
び導入できます。
VM ベースのサービス（管理エージェントありまたはなしの VM）：アプリケーションをモデリングおよび導入するためにシナリオの一部としてベース
OS イメージをロードします。
外部サービス（VM が起動しない）：導入ライフサイクルのスクリプトで説明されているように、新しいスクリプトを使用します。
アプリケーションを導入すると、トポロジ モデラーを使用してさらにサービスを設定できます。このページでは、トポロジ モデラーの [プロパティ（Properties）]
ペインの各フィールドの微妙な違いと詳細を説明します。

全般設定
このセクションは、サービスの定義に基づく固有のものです。ユーザ編集可能なパラメータ（サービスごとに定義）は、このセクションに表示されます。
アプリケーションが動作していることを確認するには、このセクションで説明した情報を設定する必要があります。

プロパティ
（Properties）

説明

[名前（Name）]

このサービスの記述名。

ベース イメージ

このサービスをインストールしているベース OS イメージ。

ノードの最小数

このクラスタのノード（VM）の最小数です。
アクティブな VM（ノード）の数がこのフィールドで指定された数より少ないと、アプリケーションが設計どおりに動作しない可能性があり
ます。

ノードの最大数

このクラスタのノードの最大数です。
一度このフィールドに指定された数に達すると、アプリケーションは拡張できません。

ボリュームの数

Web サーバの永続データのストレージ ボリュームの数です。
追加情報については、「複数ボリューム」を参照してください。

デフォルト ボ
リューム サイズ

Web サーバの永続データ ストレージです。データベース層では永続ストレージはデフォルトで定義されますが、すべての層に手動で割
り当てることもできます
追加情報については、「複数ボリューム」を参照してください。

アプリケーショ
ン パッケージ

アプリケーション パッケージ ファイル（Web サーバのバイナリ）。ファイルは http://env.cliqrtech.com/ の相対パスにあります。
追加情報については、「アプリケーション パッケージを使用するアプリケーション」を参照してください。
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アプリケーショ
ン コンフィギュ
レーション ファ
イル

このフィールドは Web サーバに固有です。導入時に変更する必要があるシステムのパラメータとマクロを含むアプリケーションコンフィ
ギュレーション ファイルです。コンフィギュレーション ファイルは、Web アプリケーションのルート フォルダ（たとえば、webinfo.conf）から
の相対パスを使用します。複数のファイルを設定したら、セミコロンを使用して、リスト内の各ファイルを分割します。
追加情報については、「コンフィギュレーション ファイル」および「パラメータの代用」を参照してください。

フォルダの導入

このフィールドは Web サーバに固有です。Web サーバ アプリケーションを導入する際に、フォルダを作成する必要がある
/service/var/www/ html のルート パスを指定するには、このフィールドを使用します。たとえば、フォルダの名前が Doc である場合、こ
のフォルダは /apache/var/www/html/Doc として作成されます。
導入の前にアプリケーションのバイナリがこのフォルダで解凍されます。

スケーリング ポ
リシー

追加情報については、「ポリシー」を参照してください。
ガバナンス モードの場合、スケーリング ポリシーはそのシステム タグを使用してのみ適用されます。

関連付けタグ

システム タグは、層レベルまたはグローバル レベルで、アプリケーション プロファイルおよびアプリケーションの導入と関連付けること
ができます。また、システム タグを使用してエージング ポリシー、スケーリング ポリシー、セキュリティ プロファイル、および導入環境に
システム タグ照合ルールを追加することもできます。
追加情報については、「System Tags」を参照してください。

外部初期化
アプリケーションを再起動、一時停止または終了したとき、サービスの開始の前後、またはサービスの停止の前後に実行するスクリプトを定義します。
外部初期化スクリプトは、同等のサービス初期化スクリプトと同時に実行されますが、Docker の分離コンテナから実行されます（「Virtual Appliance
Overview」 > 「 Dedicated Docker Registry」を参照）。
このセクションの詳細については、「External Service」を参照してください。
このセクションで説明した情報を設定する必要があります。
導入が外部サービスを使用する場合、アプリケーションが機能していることを確認します。
ノードが動作していることを確認します。
プロパティ（Properties）

説明

VM のプロビジョン前のスクリプト

アプリケーション VM のプロビジョニングの前に実行されるスクリプトです。

VM の初期化前のスクリプト

アプリケーション VM サービスの初期化の前に実行されるスクリプトです。

VM の開始後のスクリプト

アプリケーション VM サービスの開始後に実行されるスクリプトです。

VM の終了前のスクリプト

アプリケーション VM の終了の前に実行されるスクリプトです。

VM の終了後のスクリプト

アプリケーション VM の終了後に実行されるスクリプトです。

ノードの初期化とクリーンアップ
アプリケーションが動作していることを確認するには、このセクションで説明した情報を設定する必要があります。
このセクションの詳細については、「導入ライフサイクルのスクリプト」を参照してください。
サービス ロケーションの設定の詳細については、「Service Administration」を参照してください。
各ノードの初期化およびクリーンアップは、VM 機能ごとに 1 回実行されます。
プロパティ
（Properties）

説明

初期化スクリ
プト

導入時にダウンロードされ、実行されます。「導入ライフサイクルのスクリプト 」 > 「ライフサイクル アクション スクリプトの定義」を参照し
てください。

クリーンアップ
スクリプト

導入の終了時にダウンロードされ、実行されます。「導入ライフサイクルのスクリプト 」 > 「ライフサイクル アクション スクリプトの定義」を
参照してください。

再開スクリプト

VM の一時停止および再起動時にダウンロードされ、実行されます。「導入ライフサイクルのスクリプト 」 > 「ライフサイクル アクション ス
クリプトの定義」を参照してください。
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導入パッケージ

各 VM に必要な外部パッケージは、バンドルされておりアプリケーション プロファイルのアプリケーション コンテンツ パッケージとして参
照されます。たとえば、php5 sendmail です。詳細については、次のページを参照してください。
「導入ライフサイクルのスクリプト」 > 「アプリケーション コンテンツ パッケージ」
Create Package Store on Premises
サービス ライフサイクル アクション

Sudo のコマン
ド リスト

Linux OS を使用する場合は、特定のスクリプトへの追加の SUDO アクセスを可能にするためにセミコロンで区切られたコマンドのリス
トを指定します。たとえば、SUDO ALL です（ユーザがルート レベルで実行できるようにします）。

サービスの初期化
このセクションでは、アプリケーションを再起動、一時停止または終了したとき、サービスの開始の前後、またはサービスの停止の前後に実行するスクリプト
を定義します。
ノードの初期化が完了すると、CloudCenter は VM にバンドル ストアをダウンロードし、指定の場所でファイルを解凍します。詳細については、「導入ライフサ
イクルのスクリプト」を参照してください。
アプリケーションが動作していることを確認するには、このセクションで説明した情報を設定する必要があります。

アプリケーション層レベルでのサービスの初期化動作は、自動的に呼び出されません。サービス スクリプト内からそれらを明示的に呼び出す必要
があります。
この動作は自動的に呼び出される他の初期化の動作とは異なります（外部初期化やノード初期化など）。
プロパティ（Properties）

説明

開始前スクリプト

サービスの開始前に実行されるスクリプトです。

開始後スクリプト

サービスの開始後に実行されるスクリプトです。

停止前スクリプト

サービスの停止前に実行されるスクリプトです。

停止後スクリプト

サービスの停止後に実行されるスクリプトです。

ファイアウォール ルール
ファイアウォール ルールは、OS ファイアウォールおよびク ラウド セキュリティ グループの両方に適用されます。サービスのデフ ォルトのファイアウォール
ルールは、アプリケーションの上位層であるか、マイクロセグメンテーションが有効であれば任意の層レベルの場合に、このセクションで自動的に表示されま
す。サービス レベルのマイクロセグメンテーションを有効にすると、層の名前または送信元の IP アドレスを指定することにより、任意の層に任意のファイア
ウォール ルールを限定できます。追加情報については、「セキュリティとフ ァイアウォール ルール」を参照してください。
トポロジ モデラーのサービスを接続するとすぐに、ファイアウォール ルールの列の IP が自動的にアップデートされ、Apache サービス層の名前を表示します。
事前設定されたファイアウォール定義を維持するか、または必要に応じてさらにファイアウォール ルールを追加することもできます。
プロパティ（Properties）

説明

IPプロトコル

このサービスを実行する VM が使用するプロトコルを定義します。
TCP：Transmission Control Protocol
UDP：User Datagram Protocol

開始ポート

インバウンドのファイアウォール ルール（またはセキュリティ ルール）に使用するポート範囲の最初のポート番号。

終了ポート

インバウンドのファイアウォール ルール（またはセキュリティ ルール）に使用するポート範囲の最後のポート番号。

IP/CIDR/TIER

アプリケーション層のデフォルトの CIDR は、0.0.0.0/0 がデフォルトです。

カスタム パラメータ
ノードの初期化が完了すると、アプリケーションは設定どおりに機能できます。ノードが起動すると、ユーティリティ ファイルがスクリプトで提供されます。
カスタム パラメータは userenv ファイル（/usr/local/osmosix/etc/userenv）の一部です。このファイルには、高度なスクリプトとオーケストレーショ
ンの目的に使用される動的に生成された情報が含まれています。追加情報については、「導入ライフサイクルのスクリプト」 > 「ユーティリティ ファ
イル」および「コンフィギュレーション ファイル」を参照してください。
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各ステップまたは層に固有の追加パラメータを追加するには、各パラメータの次の情報を指定します。追加情報については、「パラメータの使用」を参照してく
ださい。
プロパティ（Properties）

説明

パラメータ名

このカスタム パラメータの名前を指定します。

表示名

このカスタム パラメータに関する表示の詳細を指定します。

ヘルプ テキスト

このカスタム パラメータを使用する際に必要なヘルプ テキストを指定します。

タイプ（Type）

「パラメータの使用」 > 「パラメータ タイプ」を参照してください。

デフォルト値（Default Value）

このカスタム パラメータのデフォルト値があれば、指定します。

ユーザ オプションの確認

「パラメータの使用」 > 「 ユーザ定義のパラメータの詳細なコントロール」を参照してください。

ハードウェア仕様
各アプリケーション層のハードウェア仕様を指定します。このセクションは、導入用にプロビジョニングされる最低限のハードウェアに基づくインスタンス タイプ
のフィルタリング機能を提供します。
プロパティ（Properties）

説明

必要な CPU

「Hardware Requirements」を参照してください。

メモリ

「Hardware Requirements」を参照してください。

ネットワーク インターフェイス

「IP 割り当てモード」を参照してください。

スクラッチ ディスク ストレージ（ローカル ストレージ）

「Manage Instance Types」を参照してください。

ハードウェア サーバのプロビジョニング

「ベア メタル ハードウェア サーバのプロビジョニング」を参照してください。

環境変数
環境変数は、サーバが、ファイルをインストールするためのディレクトリ、一時ファイルを保存する場所、およびユーザ プロファイルを検索するための設定を検
索するのに役立ちます。
このセクションは、N 層のアプリケーションのカスタム パラメータに似ています。唯一の違いは、カスタム パラメータのタイプが定義可能であることです（環境
変数のタイプは設定できません）。
プロパティ（Properties）

説明

名前

この環境変数の名前を指定します。

値

この環境変数の値を指定します。

ユーザ オプション

追加情報については、次のページを参照してください。

表示
編集可
オプション

パラメータの使用
CloudCenter 定義のパラメータ

移行
アプリケーションがここで必要になる移行パラメータを設定できます。データベース層の移行は、スクリプトを指定しないと、自動的に実行されます。追加情報
については、「導入ライフサイクルのスクリプト」を参照してください。
プロパティ（Properties）

説明

移行前のスクリプト

スクリプトはバックアップの前に実行されます。

バックアップ スクリプト

バックアップ スクリプトは Backup フォルダにバックアップ ファイルを書き込みます。

バックアップのロケー
ション

アプリケーション ファイルがバックアップまたは復元されるロケーション（パス）。
これは、データのバックアップが必要なアプリケーションに必須のフィールドです。

復元スクリプト

Backup フォルダのバックアップ ファイルから読み取ります。復元スクリプトは、復元スクリプトの後に開始後のスクリプトが実
行されるデータベース層を除いて、サービスが起動して開始後のスクリプトが実行されてから実行されます。

移行後のスクリプト

復元の実行後に実行されるスクリプトです。
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[アップグレード（Upgrade）]
各層のアップグレード スクリプトを指定することにより、既存の導入をアップグレードできます。実行する順序でアップグレード パラメータを指定します。追加
情報については、「導入ライフサイクルのスクリプト」を参照してください。
プロパティ
（Properties）

説明

アップグレード タイプ ノードのアップグレード スクリプトを定義します。
Auto：層を最新のパッケージとバックアップ/復元の内容（指定されている場合）でアップグレードします。
Advance：アップグレード プロセス中に追加のスクリプトとステップを実行できます。ステップごとに個別にスクリプトを指定で
きます。
None：アップグレードからノード/層を除外します。
アップグレード前の
スクリプト

スクリプトはアップグレードの前に実行されます。

アップグレード後の
スクリプト

スクリプトはアップグレードの後に実行されます。

参考資料
タスク

参考リンク

新しいアプリケーション プロファイルのモデリング

「新しいアプリケーション プロファイル」を参照してください。

アプリケーションのモデリング

「新しいアプリケーション」を参照してください。

トポロジ モデラーについて理解する

「トポロジ モデラー」を参照してください。

アプリケーションのモデリングについて理解する

「アプリケーション ライフサイクルの管理」を参照してください。

スクリプト ライフサイクルのフローを理解する

「導入ライフサイクルのスクリプト」を参照してください。

サポートされるサービスのリスト

「Services」を参照してください。

新規サービスの追加

「カスタム サービスの定義」を参照してください。

サービスとスクリプトの管理

「Service Administration」を参照してください。

パラメータ

「パラメータの使用」を参照してください。

Apache
Apache サービス
概要
ガイドライン
全般設定
そのほかのセクション

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
単一のインスタンスとして、またはクラスタの一部としても実行できます。
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全般設定
プロパティ
（Properties）

説明

スケーリング
ポリシー

非ガバナンス モードで利用可能です。追加情報については、「Governance Rules」を参
照してください。

そのほかのセクション
「サービスのプロパティ」を参照してください。

CephFS
CephFS サービス
概要
ガイドライン
全般設定

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
CephFS サービスを使用して、単一の層のために N 層のアプリケーションをモデリングおよび導入できます。
CephFS アプリケーションでは、HTTPS プロトコルを使用する必要があります。これは CCM 認証に関連しています。追加情報については、「アー
ティファクト リポジトリの作成と共有」を参照してください。
独自のストレージの構築に関する詳細については、「Storage as a Service（SaaS）」を参照してください。

全般設定
[HTTP リポジトリの有効化（Enable HTTP Repository）] フィールドを設定すると、設定済みのストレージ ファインダを使用して、ポート 8080 を使用する
HTTP リポジトリにアクセスできます。
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Chef
Chef サービス
概要
ガイドライン
全般設定
クラスタリングのサポート
そのほかのセクション

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
次の表に、Chef サービスを関連付けるときに使用される用語を示します。
Chef サービス

関連付けられている用語

リポジトリの依存関係

サーバ

サービスの関連付け

クライアント（Client）

設定の参照先

レシピ

Chef サーバは、リポジトリ タイプとして使用できます。リポジトリに使用可能なタイプの完全なリストについては、「アーティファクト リポジトリの作成と共有」を
参照してください。
CloudCenter プラットフォームでは、Chef サーバを直接的または間接的にプロビジョニングまたは管理することはできません。CloudCenter に
リポジトリとしていずれかを追加する前に、必ずこれらのサーバを事前に設定 してください。
サービス スクリプトは、Chef クライアントをインストール、設定、開始、停止します。各サービスには、Chef クライアントをセットアップし、Chef のレシピと環境
名を設定するための情報が必要です。

全般設定
プロパティ
（Properties）

説明

ノードの最小数

デフォルトは 1 です。手動または自動のスケーリングを可能にする、使用中の各層内のノードの最小数。

ノードの最大数

デフォルトは 2 です。手動または自動のスケーリングを可能にする、使用中の各層内のノードの最大数。

Chef サーバ

必須作業です。Chef サーバ用に設定されたリポジトリの依存関係。

Chef の組織

必須作業です。この Chef サーバが所属する組織です。

Chef のレシピ

必須作業です。このサービスの設定の参照を示します。

Chef の環境

必須作業です。サービス スクリプトは、Chef クライアントを呼び出し、それ自身を選択された Chef サーバに登録します。
（プロジェクトおよびフェーズの管理時に）Chef リポジトリを CloudCenter 導入環境と関連付けるに
は、%DEP_ENV_NAME% マクロを使用します。ユーザがこのマクロを指定すると、マクロは、実行時に動的に環境名で置
き換えられます。ユーザが環境を設定する際に、この設定を完了するための追加のきめ細かいパラメータを指定するオプ
ションもあります。追加情報については、「CloudCenter 定義のパラメータ」および「パラメータの 使用」を参照してください。

クラスタリングのサポート
Chef 定義の層をスケーリングするために必要なパラメータの使用の詳細については、「Service Administration」 > 「Custom Service Clustering」を参照し
てください。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

38

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

そのほかのセクション
「サービスのプロパティ」を参照してください。
詳細については、「Puppet または Chef を使用するアプリケーションのモデル化」を参照してください。

Docker
Docker サービス
概要
ガイドライン
General Settings プロパティ
Docker コンテナへの接続
そのほかのセクション
専用 Docker コンテナ

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
CloudCenter プラットフォームは、カスタム サービスとして Docker の統合を提供し、CloudCenter がサポートするクラウド上で Docker コンテナをインポート
および起動できるようにします。ユーザは、トポロジ モデラーのグラフィカルなワークスペースに Docker サービスをドラッグ アンド ドロップし、単一または複
数の Docker コンテナでトポロジを作成できます。

これにより、企業は Docker コンテナとサービスを使用してアプリケーションの混在したトポロジを作成し、VM 上でそれらを直接起動できるため、次の利点を
提供できます。
企業は、ガバナンスとコンテナ管理に CloudCenter を使用できます。
IT では部門ごとに Docker コンテナの使用状況を監視してサービスのユーザに請求できます。

General Settings プロパティ
トポロジ モデラーに Docker サービスを追加する場合、[全般設定のプロパティ（General Settings Properties）] ペインで Docker コンテナの詳細を指定する
必要があります。「Add」をクリックして Docker コンテナを追加し、各 Docker コンテナの追加のパラメータを指定します。
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Docker コンテナを追加すると、次のパラメータを指定できます。
サービス パラ
メータ

説明

コンテナのプロ
ファイル

Docker コンテナのプロファイルの一意の名前。

Docker イメージ

リポジトリ、CloudCenter でサポートされているストレージ、Docker のハブ、または GitHub からインポートできる Docker イメージで
す。Docker イメージは、GitHub リポジトリから自動的に取得することもできます。

ポート マッピング

複数の Hostport:DockerPort マッピングをカンマで区切って追加できます。

Docker のパラ
メータ

このプロファイルに追加の Docker 固有のパラメータを割り当てます。

その他のコマンド

Docker イメージ内の追加のスクリプト、コマンド、またはプログラムを実行するパラメータです。

IP アドレス

Docker コンテナに割り当てられた静的 IP アドレスです。
別の VM のコンテナが通信するには、TCP/UDP 6783 ポートが該当する VM で開かれていることを確認します。

リンクされたコン
テナ

複数の ContainerName:AliasName コンテナのリストをカンマで区切って追加できます。

追加のコンテナを追加すると、「General Settings Properties」ペ インにコンテナ名が表示されます。同様に、「General Settings」タブで 1 つの VM に対して
複数のコンテナを管理できます。
Docker コンテナでアプリケーションを起動すると、それぞれの実行に対応するジョブのステータス メッセージが、[実行（Runs）] ページに インスタンスごとに表
示されます。[アプリケーション（Application）] ドロップダウン リストの [導入の表示（Show Deployments）] オプションを選択することによりこの情報にアクセ
スできます。

Docker コンテナへの接続
CloudCenter プラットフォームは VM 上で実行されているサービスでアプリケーションをモデル化する機能を提供し、Docker コンテナに接続できます。現実
世界における企業の使用例では、一部のサービスが Docker で使用できますが、アプリケーションを起動する必要があるというシナリオに対応します。
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したがって、CloudCenter サービスの追加により次のような柔軟性を提供します。
スタンドアロン Docker コンテナのモデリング。
1 つの VM 上で実行される複数の Docker コンテナの追加。
複数の Docker コンテナに接続するサービス/そのほかのアプリケーションの使用。

そのほかのセクション
「サービスのプロパティ」を参照してください。

専用 Docker コンテナ
インストールと設定の詳細については、「Repo (Conditional)」 > 「Dedicated Docker Container」を参照してください。

My SQL
MySQL サービス
概要
ガイドライン
全般設定
そのほかのセクション

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
Tomcat サービス 層は MySQL サービス層と依存関係があります。MySQL 層は、データベースがデータベース接続を設定するための IP アドレスを必要と
するため、Tomcat 層の前に呼び出す必要があります。
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全般設定
プロパティ（Properties）

説明

ルート パスワード

MySQL インスタンスのパスワード。

DB のセットアップ スクリプト

SQL のファイル スクリプト。MySQL インスタンスにロードされる SQL ファイルの場所。相対パス
%rootPath% からファイルを指定します。

そのほかのセクション
「サービスのプロパティ」を参照してください。

NFS
NFS サービス
概要
ガイドライン
全般設定
そのほかのセクション

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
NFS サービスを使用して、単一の層のために N 層のアプリケーションをモデリングおよび導入できます。
NFS アプリケーションでは、HTTPS プロトコルを使用する必要があります。これは CCM 認証に関連しています。追加情報については、「アー
ティファクト リポジトリの作成と共有」を参照してください。
設定済みの NFS ファイル システムのオプションの一覧については、「NFS File System Options」を参照してください。
独自のストレージの構築に関する詳細については、「Storage as a Service（SaaS）」を参照してください。

全般設定
[HTTP リポジトリの有効化（Enable HTTP Repository）] フィールドを設定すると、設定済みのストレージ ファインダを使用して、ポート 8080 を使用する
HTTP リポジトリにアクセスできます。
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そのほかのセクション
「サービスのプロパティ」を参照してください。

Nginx
Nginx サービス
概要
ガイドライン
全般設定
サービスの初期化
そのほかのセクション

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
単一の VM（非クラスタ）で実行されます。

全般設定
Nginx は、ロードバランサおよびノードの数のようなフィールドとして扱われ、アプリケーション パッケージ、アプリケーション コンフィギュレーション ファイル、
導入フォルダはこのサービスには適用されません。

サービスの初期化
手動で書かれたスクリプトは、このサービスの開始後のモードの開始前であるアプリケーションに基づく必要があります。

そのほかのセクション
「サービスのプロパティ」を参照してください。

Puppet
Puppet サービス
概要
ガイドライン
全般設定
そのほかのセクション

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
次の表に、Puppet サービスを関連付けるときに使用される用語を示します。
Puppet サービス

関連付けられている用語

リポジトリの依存関係

Master

サービスの関連付け

Agent（エージェント）

設定の参照先

Manifests

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

43

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

Puppet Master は、リポジトリ タイプとして使用できます。リポジトリに使用可能なタイプの完全なリストについては、「アーティファクト リポジトリの作成と共有」
を参照してください。
CloudCenter プラットフォームでは、Puppet Master を直接的または間接的にプロビジョニングまたは管理しません。これらのサーバは、
CloudCenter にリポジトリとしていずれかを追加する前に、事前設定する必要があります。
サービス スクリプトは、Puppet Agent をインストール、設定、開始、停止します。各サービスには、Puppet Agent をセットアップし、Puppet 役割と環境名を
設定するための情報が必要です。

全般設定
プロパティ
（Properties）

説明

ノードの最小数

デフォルトは 1 です。手動または自動のスケーリングを可能にする、使用中の各層内のノードの最小数。

ノードの最大数

デフォルトは 2 です。手動または自動のスケーリングを可能にする、使用中の各層内のノードの最大数。

Puppet サーバ

必須作業です。設定されている Puppet サーバ リポジトリ（たとえば、Puppet Master）を選択します。

Puppet 役割
Puppet の環境

必須作業です。設定されている Puppet 役割を使用してアプリケーションを設定します。
必須作業です。サービス スクリプトは、環境の設定およびアプリケーションの導入に Puppet Agent の機能を活用します。
（プロジェクトおよびフェーズの管理時に）Puppet リポジトリを CloudCenter 導入環境と関連付けるに
は、%DEP_ENV_NAME% マクロを使用します。ユーザがこのマクロを指定すると、マクロは、実行時に動的に環境名で置
き換えられます。ユーザが環境を設定する際に、この設定を完了するための追加のきめ細かいパラメータを指定するオプ
ションもあります。追加情報については、「CloudCenter 定義のパラメータ」および「パラメータの 使用」を参照してください。

Agent の実行
間隔

必須作業です。サービス スクリプトがアプリケーションを導入する際に Puppet Agent の機能を活用する必要がある頻度を特定します。

そのほかのセクション
「サービスのプロパティ」を参照してください。
詳細については、「Puppet または Chef を使用するアプリケーションのモデル化」を参照してください。

Tomcat
Tomcat サービス
概要
ガイドライン
全般設定
そのほかのセクション

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
Tomcat サービス 層は MySQL サービス層と依存関係があります。MySQL 層は、データベースがデータベース接続を設定するための IP アドレスを必要と
するため、Tomcat 層の前に呼び出す必要があります。

全般設定
プロパティ（Properties）

説明

アプリケーションのランタイム

Tomcat サービスに必要で利用可能です。JDK のバージョン番号（JDK 6 または JDK 7）を特定します。

アプリケーション パッケージ

.war ファイルである必要があります。

アプリケーション コンフィギュ
レーション ファイル

これはオプションです。ランタイムに CloudCenter システム トークンの交換が発生する場合。
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そのほかのセクション
「サービスのプロパティ」を参照してください。

Varnish
Varnish サービス
概要
ガイドライン
全般設定
サービスの初期化
そのほかのセクション

概要
サービスの設定時の [プロパティ（Properties）] ペインの各フィールドの全般の微妙な違いおよび詳細については、「サービスのプロパティ」を参照してください。
このページでは、このサービスの違い、依存関係、およびベスト プラクティスのみを示します。

ガイドライン
デフォルトでは、Varnish は常に単一のインスタンスです。

全般設定
Varnish は、フロントエンド キャッシュ システムおよびノードの数のようなフィールドとして扱われ、アプリケーション パッケージ、アプリケーション コンフィギュ
レーション ファイル、導入フォルダ、スケーリング ポリシーはこのサービスには適用されません。

サービスの初期化
手動で書かれたスクリプトは、このサービスの開始後のモードの開始前であるアプリケーションに基づく必要があります。

そのほかのセクション
「サービスのプロパティ」を参照してください。

パラメータとマクロ
パラメータの使用
CloudCenter 定義のパラメータ
パラメータの代用
コンフィギュレーション ファイル

パラメータの使用
パラメータの使用
パラメータとマクロについて
パラメータの定義
パラメータ タイプ
デフォルト値の使用法
導入固有のパラメータ
ユーザ定義のパラメータの詳細なコントロール
サポートされるパラメータ

パラメータとマクロについて
パラメータ（マクロとも呼ばれます）は、導入時に値を指定できる、グローバルまたは層/ステップ固有のシステム定義またはユーザ定義変数です。これらのパ
ラメータは、アプリケーション コンフィギュレーション ファイルまたは設定スクリプト内のトークンまたはマクロとして使用できます。導入時に、マクロは、パラ
メータで指定された実際の値に置き換えられます。
CloudCenter プラットフォームでは、独自のパラメータを定義するか、CloudCenter でサポートされているパラメータを使用できます。
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パラメータの定義
新しいサービスを追加する際に、グローバル パラメータ、層/ステップ固有のシステム パラメータ、またはユーザ定義のパラメータを使用し、導入時に価値を
付加できます。
サービス パラメータ：これらのパラメータは、新しく追加/変更されたサービス専用です。このパラメータは、ユーザがこのサービスを呼び出したときに
呼び出されます。追加情報については、「Define a Custom Service」および「Service Administration」を参照してください。
グローバル パラメータ：これらのパラメータは、このアプリケーション（このページ）内のすべての層およびステップに適用されます。

カスタム パラメータ：これらのパラメータは、アプリケーション内の各ステップまたは層に指定されます。追加情報については、「サービスのプロパティ」
を参照してください。

カスタム パラメータ タイプを文字列として保存する場合、導入環境の [全般設定（General Settings）] セクションにはそれがテキストエリ
ア フィールドとして表示されます。
既存のアプリケーションを変更するときに、テキストエリア フィールドをテキスト フィールドとして表示したい場合には、アプリケーションを
編集および表示します。

パラメータ タイプ
パラメータがサービス レベル、グローバル アプリケーション レベル、または層レベルのいずれで定義されているかに関係なく、各パラメータのタイプを指定で
きます。
[タイプ（Type）] ドロップダウンを使用して、カスタム フィールド用の独自の値を次のように決定できます。
[タイプ（Type）] ドロップダウン リストから以下のいずれかのオプションを選択します。
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タイプ（Type）

説明

string

英数字値を入力します（255 文字まで）。
API 列挙 = 文字列（valueConstraint）

number

番号の範囲を入力します（255 文字まで）。
API 列挙 = 数値

list

カンマ区切りテキスト値のリストを入力します（255 文字まで）。
API 列挙 = リスト（valueList）

webservice

webservice は、CloudCenter 4.4 で導入されたパラメータ タイプです。
ジョブを導入する際に、ダイナミック webservice パラメータのリストを指定できます。このリストから、ユーザは 1 つのパラメータを選択で
きます。webservice パラメータ タイプは、カスタム パラメータ、グローバル パラメータ、およびサービスで利用できます。出力は次の形
式になります。
[{"name":"p1","displayName":"Param 1"},{"name":"p2","displayName":"Param 2"}]
このタイプのパラメータを設定する場合、この webservice にプロトコル（HTTP または HTTPS）、Web サービス URL およびクレデン
シャル（ユーザ名とパスワード）を提供する必要があります。
このパラメータ タイプを使用するには、コンテンツ タイプが WebService により application/html として返されるように設定す
る必要があります。
API 列挙 = WebService（webserviceListParams）

password
with
confirmation

API 列挙 = password_input（valueConstraint）

password

制約なしでテキストを入力します。たとえば、検証または確認なしで入力のみ必要なパスワードにこのフィールドを使用します。

英数字値を入力します（255 文字まで）。UI は、確認のテキストボックスを表示します。

UI は確認のテキストボックスを表示しません。
API 列挙 = パスワード
path

オーケストレーション時のダウンロード場所の URL です。
パスのオプション

説明

リポジトリ
（Repository）

CloudCenter では別のリポジトリがサポートされています。
オプションのリストについては、「アーティファクト リポジトリの作成と共有」 > 「CloudCenter リポジトリ タイプ」
を参照してください。
形式：%REPO_ID_{id}%xyz.war
例：2 が CloudCenter のリポジトリの ID である場合は %REPO_ID_2%xyz.war です

パッケージ内のファ
イル

アプリケーション プロファイル親層のアプリケーション パッケージで定義されている zip ファイルのパスです。
例：%PACKAGE_DIR%script.sh

ストレージ

マウントされている保存場所のパスです。
Linux VM の例 /shared

URL

HTTP、HTTPS、および FTP タイプの URL

API 列挙 = パス（URL をエンコードするテキスト）
textarea

この領域には、自由形式のテキストを追加できます。たとえば、パラメータをファイルの内容としての値で定義する、秘密キーを定義す
る、スクリプトを定義するなどのためにこのフィールドを使用します。
API 列挙 = テキストエリア（任意の長さのテキスト）

デフォルト値の使用法
cliqrIgnoreAppFailure パラメータは、障害時にノードを終了せず、すべての失敗したアプリケーション導入ノードの実行を継続できます。このパラメータを設
定すると、[デフォルト値（Default Value）] フィールドに true または false を入力して、開始時にエラーが発生した場合に VM が終了したかしていないかを確
認できます。追加情報については、「トラブルシューティングのパラメータ」を参照してください。
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導入固有のパラメータ
CloudCenter 4.8.0.1 では、導入フォームの完成時にエンド ユーザにサービス パラメータが表示できるように改善が図られました。ユーザは、パラメータが
導入パラメータである場合には、確認が求められます。このサービスの権限コントロール の設定に基づいて、ユーザには導入時にパラメータ値を変更するた
めの権限が割り当てられる場合があります。

ユーザ定義のパラメータの詳細なコントロール
次の「ユーザ オプション」では、ユーザ定義パラメータに対するきめ細かい制御について説明しています。
ユーザ オプション

オン

オフ

このパラメータをユーザ
に表示するか

このパラメータは、[トポロジのプロパティ（Topology
Properties）] セクションのユーザに表示されます。

このパラメータは、ユーザに表示されません。これは、管理者が
ライセンシングやトラッキングの目的のために（たとえば、何人
のユーザがこのサービスを使用しているかを追跡するため）非
表示のパラメータを設定できるようにするものです。

このパラメータをユーザ
が編集可能にするか

ユーザは、このパラメータを [トポロジのプロパティ（Topology
Properties）] の設定でオーバーライドできます。

このサービスは、ユーザに対しては自動的に非表示になり、し
たがって編集できなくなります。

このパラメータをオ プショ オプションとマークされたことになります。クラウド センター プ 必須とマークされたことになります。デフォルト値が指定されな
ラットフォームは、提供されたデフォルト値があれば（デフォル い場合、ユーザは Web サービスによって返される値の 1 つを
ンにするか
ト = None）それを受け入れ、ユーザは値を選択してデフォルト 選択する必要があります。
を変更する必要があります。

サポートされるパラメータ
導入パラメータ
CloudCenter 定義のパラメータ
Define a Custom Service
サービス管理
サービスのプロパティ
Services（サポート対象）

CloudCenter 定義のパラメータ
CloudCenter 定義のパラメータ
概要
CloudCenter 定義のパラメータの使用
定義されているパラメータのリスト
標準 IP アドレスの交換
他のマクロ：スクリプトの入力パラメータ
クラスタ ベースの環境変数
SSH キー
環境変数としてのパラメータ
VM ベースの環境変数
自動化ポリシーのパラメータ
N 層の導入の環境変数
Docker カスタム サービス
外部サービス環境変数
Docker コンテナ環境変数

概要
自動化されたパラメータは、CloudCenter プラットフォームで定義されており、以下の特徴があります。
CloudCenter によって提供される値です。
未知の動的に生成された値またはシステムにより異なる値に対応するように設計されています。
長いスクリプトを書かずにジョブを自動化するためにアプリケーション プロファイルで再利用可能です（たとえば、タイムスタンプ、動的に生成された
IP アドレス、プライベート IP アドレス、層の IP アドレス、環境変数、自動化ポリシー パラメータ、クラスタのノードの数、導入名などです）。
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CloudCenter 定義のパラメータの使用
システム定義のパラメータを使用するには、この手順に従います。
1. CloudCenter プラットフォームの規則を使用するマクロとして設定スクリプトまたはコンフィギュレーション ファイル内でこのパラメータを参照するに
は、パラメータ名を使用します。次に例を示します。
パラメータ名：XYZ_TIER_IP
このパラメータのマクロの参照：%XYZ_TIER_IP%
2. アプリケーション プロファイル内のマクロを参照します。

定義されているパラメータのリスト
このセクションでは、CloudCenter の導入で使用するために CloudCenter プラットフォーム用に定義されているすべてのパラメータ、マクロ、および環境変数
が一覧表示されます。
CloudCenter で定義されたパラメータ/マクロ/変数

参照

標準 IP アドレスの交換

%XYZ_TIER_IP%

これらのパラメータは、アプリケーショ
ン レベルで利用可能です。一部のパ
ラメータは、説明の列に記載のとおり、
一部のアプリケーション プロファイル
%DB_TIER_IP%
に固有です。
（以前モデル化されたアプリケーション
との下位互換性を確認してください）
同じ大文字または小文字と
形式を使用します
（UPPER_CASE）

他のマクロ：スクリプトの入力パラメータ

説明
カスタム層のプライベート IP アドレ
ス。XYZ はカスタム層の名前です
層の名前が Custom1 であれば、マ
クロ名は %Custom1_TIER_IP% に
なります
データベース層のプライベート IP アド
レス
層の名前は、Database にする必要
があります

%NOSQL_TIER_IP%

NoSQL データベース層のプライベート IP
アドレス

%MB_TIER_IP%

メッセージ BUS のプライベート IP アドレス

$CliqrTier_{Tiername}_IP

XYZ という名前の層のプライベート IP

%BC_TIER_IP%

バックエンドのキャッシュのプライベート IP
アドレス

%OUTPUT_DIR%

出力ディレクトリのパス：

これらのパラメータは、アプリケーショ
ン レベルで利用可能です。一部のパ
%JOB_NAME%
ラメータは、説明の列に記載のとおり、
一部のアプリケーション プロファイル
%USER_NAME%
に固有です。
%FIRST_NAME%

/shared/output
導入の名前
アプリケーションを導入するユーザの名前
アプリケーションを導入するユーザの名

同じ大文字または小文字と
形式を使用します
（UPPER_CASE）

%LAST_NAME%

アプリケーションを導入するユーザの姓

%EMAIL_ADDRESS%

アプリケーションを導入するユーザの電子
メール アドレス

[CliQr マクロ置換（CliQr
Macro Replacement）] オプ
ションに使用できる事前定義
マクロについては、「VM 名の
設定」を参照してください。

%USER_EXTERNAL_ID% または

（SSO を使用する場合）アプリケーションを
導入するユーザの外部 ID

%userExternalId%

このマクロの両方のバージョンが同じ。
CloudCenter 4.8.0.1 の実装
は、%userExternalId% を WebService
の URL でユーザの外部 ID により置き換
えられるマクロとして使用します
（WebService に関する追加情報について
は、「パラメータの使用」 > 「パラメータ タイ
プ」を参照）。
%DEPLOYMENT_ENV%

導入環境の名前

%DEP_ENV_NAME%

Puppet または Chef 環境の名前

%TIME%

yyyyMMddHHmmss 形式のタイムスタン
プの文字列

%TASK_INDEX%
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%NODE_INDEX%

1 から始まるノード インデックス
適用対象：
クラスタ計算アプリケーション プ
ロファイル
並列実行アプリケーション プロ
ファイル

%HOST_IPS%

カンマで区切られたホスト IP アドレス
のリスト
適用対象：クラスタ計算アプリケーショ
ン プロファイル

%NUM_CPU%

アプリケーション VM の CPU の数

$VM_NODE_INDEX

これは新しく作成された各 VM に対して、連
番を使用して VM を作成する追加のマクロ
です。たとえば、3 つのノードがある N 層ア
プリケーションを起動するためにこのマクロ
を使用する場合は、次のようになります。
VM_NODE_INDEX は、1、2、および
3 に設定されます。
ノード 2 を削除し、さらにもう 1 つの
ノードを追加する場合、
VM_NODE_INDEX は 1、3、4、およ
び 5 と設定します。
ノードが 1 つのみの層では、
VM_NODE_INDEX は 1 に設定し
ます。
このマクロは userenv ファイルの一部とし
てエクスポートされます。このマクロを使用
するには、$VM_NODE_INDEX をスクリプ
トに追加し、userenv
（/usr/local/osmosix/etc/userenv）ファイ
ルを備え、変数をスクリプトの一部として使
用します。

クラスタ ベースの環境変数

CliqrTier_<job_name>_IP

層のプライベート IP アドレス

（クラスタ計算アプリケーション プロ
ファイル）

CliqrTier_<job_name>_PUBLIC_IP

層のパブリック IP アドレス

CliqrTier_<job_name>_HOSTNAME

層のホスト名

sshUserName

現在のクラウド VM の SSH ユーザ名

sshKey

現在のクラウド VM の SSH 秘密キー

sshPublicKey

現在のクラウド VM の SSH 公開キー

SSH キー

環境変数としてのパラメータ

$UseBatchTaskList

バッチ実行アプリケーション プロファ
イルに適用されます。
設定内容：
1 = コマンドはタスク リスト ファイ
ルから読み込まれます。
0 = コマンドは実行コマンドライ
ンです。

$NumTasks

UseBatchTaskList = 0 の場合にの
み適用されます。
実行されるタスクの数（一連の実行コ
マンドを繰り返す回数）を表します。
適用対象：バッチ計算アプリケーショ
ン プロファイル

これらのパラメータは、環境変数として
利用可能です。一部のパラメータは、
説明の列に記載のとおり、一部のアプ
リケーション プロファイルに固有です。
同じ大文字または小文字と形
式を使用します（InitCaps また
は camelCase）
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$numClusterNodes

層内のノード数

$minClusterSize

クラスタ内のノードの最小数

$maxClusterSize

クラスタ内のノードの最大数

$minAppClusterSize

Java コンテナベースの層のノードの最大数
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VM ベースの環境変数

cliqrNodeId

外部初期化スクリプトを実行する VM
のノード ID を提供します。
外部の、事前に初期化された、導入ラ
イフサイクルのスクリプトに使用します。

cliqrNodeHostname

外部初期化スクリプトを実行する VM
のホスト名。
外部の、事前に初期化された、導入ラ
イフサイクルのスクリプトに使用します。

（およびアプリケーションとパスワード
のパラメータ リストの一部）

cliqrNodePublicIp

外部初期化スクリプトを実行する VM のパ
ブリック IP。

cliqrNodePrivateIp

外部初期化スクリプトを実行する VM のプ
ライベート IP。

$cliqrWindowsPassword

自動化ポリシーのパラメータ

%myEmail%

%firstName%
これらのパラメータは、カスタム アク
ション ポリシーの定義時のみ 適用可
%vendorName%
能であり、アプリケーション レベルでは
使用不可です。
%jobName%
同じ大文字または小文字と
形式を使用します
（camelCase）

N 層の導入の環境変数

ユーザの電子メール アドレス
ユーザの名前（名）
（あれば）通知を送信するテナントの名前
導入ジョブの名前

%jobUrl%

導入用の URL

%jobType%

導入ジョブのタイプ（たとえば、ベンチ
マーク）

%appName%

アプリケーションの名前

%owner%

導入ジョブの所有者

%status%

ジョブの現在のステータス（たとえば、実
行中）

%cloudName%

クラウドの名前（たとえば、アマゾン米国東
部（バージニア州））

%paramCloudType%

ノードが起動されるクラウドを示します

$CliqrDependents

層の接続された上位層の名前のカンマ区
切りのリスト

これらのパラメータは、アプリケーショ
$CliqrDependencies
ン レベルで利用可能です。一部のパ
ラメータは、説明の列に記載のとおり、
一部のアプリケーション プロファイル
$CliqrDepEnvName
に固有です。
$CliqrDepEnvId
これらの値はオーバーライドできま
せん
同じ大文字または小文
字と形式を使用します
（InitCaps）
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Windows パスワード変数のみを読み
取ります。
外部の、事前に初期化された、導入ラ
イフサイクルのスクリプトに使用します。

下位層の名前に接続された上位層の名前
のカンマ区切りのリスト
導入環境の名前
（バックアップが実行される）ソースか
ら利用可能なため、移行の 復元側で
役立ちます。
例：バックアップするには、
<path> /$CliqrDepEnvId を使用し
ます。

$CliqrDeploymentId

移行前および後の動作を関連付ける
現在の導入 ID はスクリプト用（バック
アップなど）です。
例：バックアップするには、
<path> /$CliqrDeploymentId を使
用します。

$migrateFromDepId

移行後の動作にのみ利用可能であ
り、前の導入 ID をポイントします。
例：復元するには、
<path> /$ migrateFromDepId を使
用します。
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$CliqrTag_{Tagname}

Docker カスタム サービス
CloudCenter は、スクリプト実行の直
前に、すべてのアプリケーション固有
のパラメータを環境変数として提供し
ます。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

実行時に値で定義されたジョブ タグ

ScaleType

値は ScaleUp または ScaleDown の
いずれかにすることができます。
名前 $CliqrTier_scalingTierName
の層でのスケールのタイプが表示さ
れます。

CliqrTier_scalingTierName

スケーリング操作が発生した層の
名前。

CliqrTier_{$CliqrTier_scalingTierName}_scaleUpPublicIps

ScaleUp パラメータ。
名前 $CliqrTier_scalingTierName
の層でスケールアップされる VM の
パブリック IP。

CliqrTier_{$CliqrTier_scalingTierName}_scaleUpNodeIds

ScaleUp パラメータ。
名前 $CliqrTier_scalingTierName
の層でスケールアップされるノードの
ノード ID。

CliqrTier_{$CliqrTier_scalingTierName}_scaleUpPrivateIps

ScaleUp パラメータ。
名前 $CliqrTier_scalingTierName
の層でスケールアップされるノードの
プライベート IP。

CliqrTier_{$CliqrTier_scalingTierName}_scaleUpHostnames

ScaleUp パラメータ。
名前 $CliqrTier_scalingTierName
の層でスケールアップされるノードの
ホスト名。

CliqrTier_{$CliqrTier_scalingTierName}_scaleDownPublicIps

ScaleDown パラメータ。
名前 $CliqrTier_scalingTierName
の層でスケールダウンされるノードの
パブリック IP。

CliqrTier_{$CliqrTier_scalingTierName}_scaleDownNodeIds

ScaleDown パラメータ。
名前 $CliqrTier_scalingTierName
の層でスケールダウンされるノードの
ノード ID。

CliqrTier_{$CliqrTier_scalingTierName}_scaleDownPrivateIps

ScaleDown パラメータ。
名前 $CliqrTier_scalingTierName
の層でスケールダウンされるノードの
プライベート IP。

CliqrTier_{$CliqrTier_scalingTierName}_scaleDownHostnames

ScaleDown パラメータ。
名前 $CliqrTier_scalingTierName の
層でスケールダウンされるノードのホ
スト名。

$region

外部サービスの環境変数でのリージョン情
報を示します。

$CloudFamily

外部サービスの環境変数でのクラウド ファ
ミリを示します。

cliqrContainerExecuteScriptTimeout

外部サービスが無限ループに入った場合
に Docker コンテナが永久に実行すること
を制限します。「External Service」 >
「Script Timer」を参照してください。
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外部サービス環境変数

Docker コンテナ環境変数

CLIQR_EXECUTE_SCRIPT

現在の Docker コンテナ実行のための実
行コマンド/スクリプト。

externalServiceBundle

外部サービス バンドルのパス/URL（CCO
ウィザードのプロパティで設定）

actionType

現在の外部サービス アクションのアクショ
ン タ イプ 。 指 定 可 能 な 値 ： SC RIPT 、
URL、CMD。

serviceName

外部サービスの名前。

CUSTOM_REPO_URL

CloudCenter カスタム バンドルは URL を
保存します（CCO ウィザードのプロパティ
で設定）。

Cloud_Setting_CloudFamily

CloudCenter プラットフォームでのクラウド
ファミリのリージョン。

Cloud_Setting_cloud

リージョン名（ Amazon など）

-us-west-2.
CliqrTier_NameList

アプリケーションのすべての層の名前リ
スト。

CliqrCloud_RegionEndPoint

リージョン エンドポイント。例：ec2.uswest-2.amazonaws.com。

CliqrDepEnvId

CloudCenter プラットフォームで作成され
た展開環境 ID。

cliqrAppName

CloudCenter プラットフォームのアプリ
ケーション名。

launchUserName

CloudCenter プラットフォームの開始ユー
ザ名。例：cli qradmin。

cliqrAppType

CloudCenter プラットフォームのアプリ
ケーションのタイプ。例： n-ti er。

CliqrDepEnvName

CloudCenter プラットフォームの導入環
境名。

パラメータの代用
パラメータの代用
概要
導入時の代替パラメータ
マクロの代替パラメータ
マクロ置換の例
パラメータおよびマクロの使用例

概要
CloudCenter で定義されたマクロを含むようにアプリケーションのコンフィギュレーション ファイル（またはスクリプト）またはプロパティ ファイルを変更する必
要があります。そうするとこれらのマクロはコンフィギュレーション ファイルやスクリプト内の各パラメータの適切な値を自動的にプラグ インします。これらのパ
ラメータは、ユーザが事前に設定や値を知らず、アプリケーションの導入時に値を生成するために基盤となるインフラストラク チャ、環境またはシステムに依
存するケースに対応します。別のプロファイルには、別のシステムマクロが必要になることがあります。

導入時の代替パラメータ
ときには、アプリケーション プロファイルに設定したくない特定のサービス内にすでに定義されたカスタム パラメータがあることがあります。あるいは、エンド
ユーザがアプリケーションを導入するときにこのパラメータを設定できるように残したいと考えることがあります。
CloudCenter プラットフォームでは、導入時にこのようなパラメータを置き換えることができます。
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導入時にカスタム パラメータを置き換えるには、このプロセスに従います。
1. アプリケーション プロファイルのカスタム パラメータを定義します。
2. このパラメータが選択のサービスで定義されているパラメータと同じ名前を持つことを確認します。
3. エンドユーザがアプリケーションを導入する際に、この導入に必要なパラメータの値を入力して、サービスの定義されているデフォルト値を上書きで
きます。

マクロの代替パラメータ
ユーザ定義のパラメータをマクロで置き換えるには、このプロセスに従います。
1. 新しいカスタム パラメータを追加します（このパラメータのパラメータ名、表示名、説明、タイプ、およびオプションのデフォルト値を指定します）。
2. CloudCenter プラットフォームの規則を使用するマクロとしてスクリプトまたはコンフィギュレーション ファイル内でこのパラメータを参照するには、パ
ラメータ名を使用します。次に例を示します。
パラメータ名：myParameterName
このパラメータのマクロの参照：%myParameterName%
3. アプリケーション プロファイル内のマクロを参照します。
4. パラメータが編集可能である場合、このアプリケーションの導入を実行するユーザは、パラメータ値を照会されます。

マクロ置換の例
マクロをパラメータで指定した値で置き換える有効ないくつかのユースケースを次の例に示します。
スクリプトの使用に関する詳細については、「導入ライフサイクルのスクリプト」を参照してください。

マクロを渡す
マクロを指定されたスクリプトの引数として渡します

コンフィギュレーション ファイルにマクロを挿入する
使用している場合、コンフィギュレーション ファイルにマクロ（この例では、%DB_TIER_IP% マクロ）を挿入します。ここでは、データベース層のプライベート IP
アドレスがパラメータ値に置き換えられます。カスタム層を参照します。
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スクリプトからカスタム層を参照する
オーケストレーションの間に環境変数（CliqrTier_DB_IP）としてクラウドに渡されるパラメータ（DB 層のプライベート IP アドレス）を参照することにより、スクリ
プトからカスタム層（次の例では、DB）を直接参照します。
#create config file put in DB IP and change permissions sudo cp $APP_DIR/openerp/openerp-server.conf /etc/
sudo sed -i "s/DB_IP/$CliqrTier_DB_IP/g" /etc/openerp-server.conf
次に、アプリケーション プロファイルからのコンフィギュレーション ファイルを（定義されている変数で）呼び出します。

パラメータおよびマクロの使用例
次の例では、CloudCenter で定義されているパラメータがパラメータで指定しされている値をどのように置き換えるかのユースケースを示します。

IP アドレス設定の自動化
コンフィギュレーション ファイル内の IP アドレス設定を自動化するには IP アドレス パラメータを使用します。詳細については、「コンフィギュレーション ファイ
ル」を参照してください。

ジョブの選択の自動化
バッチ コンピューティング タスクの適切なジョブの選択のタスクを自動化するには、TASK_INDEX 変数を使用します。次に例を示します。
query%TASK_INDEX%_result.txt
各タスクの実行のために次のファイルを選択します。
query1_result.txt
query2_result.txt
および後続のファイル

初期化スクリプトのパスを定義する
各アプリケーションに適切なパスまたは（ユーザ定義またはマーケットプレイスのパス）を定義するには、初期化スクリプトで %APP_DIR% マクロを使用しま
す。
sudo %APP_DIR%/openerp/setup-openerp.sh -APP_DIR %APP_DIR%
ランタイム アプリケーションのバイナリは、適切なパスを自動的に選択します。追加情報については、「導入ライフサイクルのスクリプト」 > 「スクリプト ソース

の詳細」を参照してください。

導入環境を置き換える
実行中に導入環境の名前を置き換えるには、%CliqrDepEnvName% マクロを使用します。アプリケーションのバイナリのパスを定義すると、スクリプト、また
はデータ ファイルは次のようになります。
/global/collaborate/%CliqrDepEnvName%
導入環境が dev の場合、CloudCenter プラットフォームは、実行時に次の場所からファイルを自動的に選択します。
/global/collaborate/dev at runtime.
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出力ファイルのパスを定義する
出力ファイルのパスを定義するには、%OUTPUT_DIR%/%DATE%%JOB_NAME% マクロを使用します。JMeter アプリケーションを jmeter_001 のジョブ
名で導入して 2014 年 3 年 23 日に起動した場合、出力とログ ファイルは次の場所で確認できます。
/shared/output/20140322/jmeter_001

コンフィギュレーション ファイル
コンフィギュレーション ファイル
概要
さまざまなパラメータを使用するプロファイル
マクロを使用するコンフィギュレーション ファイル
参考資料

概要
アプリケーション パッケージまたはイメージを使用してアプリケーションをモデリングする場合、アプリケーションを導入する際にアプリケーション固有のインス
トール スクリプトおよび設定スクリプト（コンフィギュレーション ファイル）の呼び出しが必要になることがあります。具体的には、これらのファイルやスクリプトに
は、導入時に変更が必要なハードウェアに組み込まれている設定パラメータの値がある場合があります。これらのパラメータは、アプリケーションがターゲット
クラウドに導入される際に再構成する必要がある設定です。
パラメータ（CloudCenter 定義のパラメータまたはパラメータの代用のいずれか）を使用する場合、関連パラメータで定義されている正しいプロパティを反映
するように、コンフィギュレーション ファイルの変更が必要になることがあります。
CloudCenter 定義のパラメータは、これらの値が基盤となるインフラストラクチャによって動的に生成されるか、または導入環境に固有であるか、またはシス
テムに依存しているため、導入の所有者が設定値を事前に把握していない可能性があるケースに対応するように設計されています。CloudCenter は、アプ
リケーション導入のコンテキストに基づいて、アプリケーションのコンフィギュレーション ファイルで参照されている各パラメータの実行時に適切な値を自動的
に置き換えます。または、インストールまたは設定のスクリプトに引数としてパラメータを渡すことができます。追加情報については、「パラメータの代用」を参
照してください。

さまざまなパラメータを使用するプロファイル
たとえば、N 層の Web アプリケーションでは、次のパラメータまたはマクロを必要とする可能性があります。
%DB_TIER_IP%：Database ノードのプライベート IP アドレス（層名 = Database）
%NoSQL_TIER_IP%：NoSQL Database ノードのプライベート IP アドレス（層名 = NoSQLDatabase）
%MB_TIER_IP%：MessageBus ノードのプライベート IP アドレス（層名 = MessageBus）
%BC_TIER_IP%：BackendCache ノードのプライベート IP アドレス（層名 = BackendCache）
これらのパラメータは、レガシー互換性（CloudCenter 2.x 以前のバージョン）のために使用することを意図しています。Database、
NoSQLDatabase、MessageBus、および BackendCache で、各基礎層に対して必ず正確な名前を使用してください。
CloudCenter 3.x 以降のリリースのコンフィギュレーション ファイル内のトークンを置き換える必要がある場合
は、%CliqrTier_TierName_IP% トークンを使用します。ここで TierName は従属層の名前です。

上記の例では、コンフィギュレーション ファイル内のデータベース層の IP アドレスのプレースホルダとして %DB_TIER_IP% マクロを使用できます。そのよう
にした場合、CloudCenter は、（導入時に）データベースがこのアプリケーションがアクセス可能な実際のプライベート IP アドレスで DB_TIER_IP パラメータ
を置き換えます。
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マクロを使用するコンフィギュレーション ファイル
次の例では、このマクロを使用するコンフィギュレーション ファイルを示します。
../WEB-INF/classes/myconfig-file
installation.type=auto
mediafiles.storage.dir=/usr/local/rollerdata/mediafiles
search.index.dir=/usr/local/rollerdata/searchindex
log4j.appender.roller.File=/usr/local/rollerdata/roller.log
database.configurationType=jdbc
database.jdbc.driverClass=com.mysql.jdbc.Driver
database.jdbc.connectionURL=jdbc:mysql://%DB_TIER_IP%:3306/rollerdb?
autoReconnect=true&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&mysqlEncoding=utf8
database.jdbc.username=scott
database.jdbc.password=tiger
mail.configurationType=properties
mail.hostname=smtp-server.example.com
mail.username=scott
mail.password=tiger
マクロ置換の前は、上記のアプリケーションの設定ファイルには、強調表示されている領域に次の記述がありました。
database.jdbc.connectionURL=jdbc:mysql://localhost:3306/rollerdb?
実際には、（データベース層の）動的に生成されたプライベート IP アドレスが、実行時に %DB_TI ER_IP% マクロ値を使用してローカル ホストの IP アドレス
を置き換えます。

サポートされているサービスでは、設定ファイルを変更したら、元のファイルと同じパッケージ形式および拡張子でファイルを保存します。たと
えば、.war パッケージ（Tomcat 用）、.zip パッケージ（Apache 用）、.sql パッケージ（MySQL 用）などとして保存します。

参考資料
IP 割り当てモード（%NIC#_IP% パラメータの置換）
導入ライフサイクルのスクリプト
サービス ライフサイクル アクション
パラメータの使用

Storage as a Service（SaaS）
概要
利点
ストレージ サービス アプリケーションの使用
Web ベースのストレージのブラウザ
ストレージ サービスのアクセス許可
ストレージ サービスの設定
エンドツーエンドのストレージ構成のユース ケース
ストレージ サービスのシナリオ
シナリオ 1：導入ごとの一意なストレージ サービス
シナリオ 2：導入全体で共有されるストレージ サービス
シナリオ 3：ユーザと共有されるストレージ サービス

概要
CloudCenter プラットフォームでは、CloudCenter から共有ストレージを切り離し、独自の外部アーティファクト リポジトリ をアタッチしてファイルを保存してア
クセスすることができます。これを有効にするため、CloudCenter プラットフォームは、ストレージを構築して所有するファイル システム サービスを提供します。
この機能は、Storage as a Service（SaaS）またはストレージ サービスとも呼ばれ、ユーザおよび導入全体の読み取り/書き込みのストレージ アクセスを提供
します。
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利点
Storage as a Service（SaaS）を使用する利点は次のとおりです。
複数のディスクと暗号化を使用するストレージをマウントする機能。
（システム レベルではなく）アプリケーション レベルでストレージ サービスを提供することで、ストレージのコストをコントロールする機能。（システム レ
ベルではなく）アプリケーション レベルでストレージ サービスを提供することで、ストレージのコストをコントロールする機能。
複数のアプリケーションに対して 1 つのアプリケーションの一部として、または導入サービスの一部として、ストレージ サービスを利用できる柔軟性。
永続的なストレージを必要とするジョブ ベースのアプリケーション（N 層アプリケーションではない）で、Storage as a Service（SaaS）アプリケーションを使用
できます。

ストレージ サービス アプリケーションの使用
次のストレージ サービスのオプションで単一層の N 層のアプリケーションのモデリングおよび導入できます。
NFS
CephFS
実行中のストレージ サービス アプリケーションを再起動するとストレージ リポジトリは自動的にマウントされます。NFS または CephFS のストレージ サービ
スは /shared パスにマウントされ、ファイルは /shared パスにアクセスまたは書き込みできます。
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Web ベースのストレージのブラウザ
CloudCenter は、SSO クレデンシャルを使用して elFinder Web ベース ストレージブラウザを起動します（追加情報については、「SSO AD」、「SAML SSO」、
「Use Case: Shibboleth SSO」を参照）。これによりストレージ サービスの使用時にファイルをドラッグ アンド ドロップできます。明示的にストレージのブラウ
ザにログインする必要はありません。

ストレージ サービスのアクセス許可
テナント内のすべてのユーザは、デフォルトでこのストレージ サービスを読み取り（表示）できます。
特定のユーザ グループがこのストレージ サービスに対するフル アクセス権（読み取りおよび書き込み権限など）を持つようにするには、「ユーザ グループ
（書き込み権限）（User Groups (Write Permission)）」フィールドにグループ名を追加します。

デフォルトでは、次の条件がこのストレージ サービスに適用されます。
異なるテナントのユーザは、このサービスおよび関連するストレージのブラウザにアクセスできません。
記憶域の所有者は読み取り/書き込みアクセス権があります。
すべてのユーザ グループのユーザは、読み取り/書き込みアクセスがある [ユーザ グループ（書き込み権限）（User Groups (Write Permission)）]
フィールドに含まれます。
このテナント内の他のユーザは読み取りアクセスだけです。

ストレージ サービスの設定
この機能を使用するには、次の要件を確認しておく必要があります。
1. CloudCenter UI のユーザがストレージのブラウザの UI にアクセスできるようにします。テナント内のすべてのユーザは、デフォルトでこのサービス
を表示できます。
2. このストレージ サービスへの完全なアクセス権（読み取りおよび書き込み権限）を持つことができるユーザ グループを指定して [アプリケーションの
保存（Save App）] をクリックします。
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エンドツーエンドのストレージ構成のユース ケース
ストレージのマウント機能を使用して NFS ストレージを設定するには、このプロセスに従います。
1. テナントの管理者としてログ インし、StorageNFS と呼ばれる共有導入環境を作成します。
a. テナント管理者として CCM UI にログインします。
b. [導入（Deployment）] > [導入環境（Deployment Environments）] > [新しい導入環境の追加（Add New Deployment Environment）] の
順にクリックします。
c. 次の値を割り当てます（追加情報については、「導入環境」を参照してください）。
i. 名前 = StorageNFS
ii. 必要なクラウド リージョンおよびアカウントを選択します
iii. 必要に応じて、デフォルトのクラウド リージョンを特定します。
iv. デフォルトのインスタンスのタイプを選択します
v. [保存（Save）] をクリックします。[導入環境（Deployment Environments）] のページの新たな導入環境 StorageNFS の表示が更
新されます。
d. ユーザと StorageNFS を共有します（追加情報については、「Permission Control」を参照してください）。
i. StorageNFS 導入環境の [アクションの共有（Share Action）] アイコンをクリックします。
ii. [共有（Share）] ポップアップで、[ユーザ（Users）] タブに自分が含まれている（デフォルト）ことを確認し、[すべてのユーザと共有
（Share with all users）] を選択します。
iii. アクセス権限は [表示（View）]（デフォルト）のままにします。
iv. ユーザの導入権を [アクセス（Access）] に変更します。
v. ほかの導入権を [アクセス（Access）] に変更します。
vi. [保存（Save）] をクリックします。
2. NFS ストレージ サービスを使用するアプリケーションをモデリングし、グループ GroupNFS と呼ばれるユーザに読み取り/書き込みアクセス権を付
与します。
a. CCM UI で、[アプリケーション（Applications）] > [モデル（Model）] > [N 層の実行（N-Tier Execution）] の順にクリックします。
b. トポロジ モデラーで次を行います。
i. [基本情報（Basic Information）] タブをクリックし、次の値を割り当てます（追加情報については、「アプリケーションのモデリング」
を参照してください）。
1. Web App Name = NFS Demo
2. Version = 1.0
ii. [トポロジ モデラー（Topology Modeler）] タブをクリックします。
1. [サービス（Services）] ペインの [ファイル システム（File System）] をクリックします。
2. [グラフィカル ワークフロー（Graphical Workflow）] ペインに NFS サービスをドラッグ アンド ドロップします。
3. [プロパティ（Properties）] ペインで、対応するプロパティにアクセスするための [ドロップされた NFS サービス（dropped
NFS service box）] をクリックします。
4. [全般設定（General Settings）] タブで、次の値を割り当てます。
a. 基本イメージ = Ubuntu 12.04
b. デフォルト ボリューム サイズ = 10
c. ボリューム = 1
d. 許可されているユーザ グループ = GroupNFS（GroupNFS が作成されている必要があります。追加情報につ
いては、「Groups」を参照してください）。
5. [ハードウェア仕様（Hardware Specification）] セクションで、次の値を割り当てます。
a. メモリ = 256 MB
c. [アプリケーションとして保存（Save as App）] をクリックします。[アプリケーション（Applications）] ページに、他のアプリケーションに加えて
StorageNFS が表示されます。
3. モデリングされた NFS ストレージ アプリケーションから StorageNFS に新しいジョブを起動します。
a. StorageNFS アプリケーションをクリックし、次の値を割り当てます（追加情報については、「アプリケーションの導入」を参照してください）。
i. 導入名 = NFS-Demo1
ii. [nfs_0] セクションで、[詳細（Advanced）] をクリックし、次の値を割り当てます（追加情報については、「IP 割り当てモード」 > 「NIC
の設定」を参照してください）。
1. クラスタ = cluster1
2. データストア = DatastoreCluster
3. リソース プール = CliQr
4. ターゲット導入フォルダ = /test2
5. ネットワーク インターフェイス コントローラに NIC カードの設定されている数が表示され、ネットワークが [ネットワーク イ
ンターフェイスのアタッチ（Attach Network Interfaces）] セクションに示されていることを確認します。
6. [送信（Submit）] をクリックします。
b. ページの導入されたジョブの詳細に関する表示が更新されます。
4. NFS ストレージに管理者アカウントを使用してアクセスし、データをアップロードします。
a. CCM UI で、NFS-Demo1 の導入の [導入（Deployment）] ページにアクセスし、[NFS-Demo1 にアクセス（Access NFS-Demo1）] ボタン
をクリックします。
b. CloudCenter は Web ブラウザを起動して [接続がプライベートでありません（Your connection is not private...）] 画面を表示します。
c. 進める場合は、「<URL> に進む（安全でない）（Proceed to <URL> (unsafe)）」のようになります。
d. ストレージ ブラウザが表示されます。
e. 右クリックして使用可能なオプションから [新規フォルダ（New folder）] を選択します。
f. このテスト フォルダに Test1 という名前を付けます。
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g. 2 番目の新しいフォルダを作成して Test2 という名前を付けます。
h. 選択して Test1 にたたきこみます。
i. 右クリックして、[ファイルのアップロード（Upload files）] を選択します。
j. [ファイルのアップロード（Upload files）] のポップアップで、[アップロードするファイルの選択（Select files to upload）] をクリックします。
k. ブラウザ ファイルの選択ウィンドウで必要なファイルを選択します。たとえば、Sample.png と Sample.dll です。
5. ストレージ ブラウザからログアウトし、再度ログ インします。
a. ストレージ ブラウザの [ログアウト（Log out）] をクリックします。
b. CCM UI にアクセスし、再度ログインするために [NFS-Demo-1 にアクセス（Access NFS-Demo-1）] ボタンをクリックします。次の図は、
[NFS にアクセス（Access NFS）] ボタンの例を示しています。

c. ファイルおよびフォルダが設定どおりに表示されていることを確認します。
6. 管理者アカウントからログアウトします。
a. ストレージ ブラウザの [ログアウト（Log out）] をクリックします。
b. ストレージ ブラウザの URL にアクセスし、アクセス許可が安全であることを確認します。
7. 別のブラウザから、標準ユーザ（User1）としてログインします。
a. CCM UI で、[導入（Deployments）] をクリックします。
b. NFS-Demo1 の [+] アイコンを展開して、[NFS-Demo1_run_1] リンクをクリックします。「NFS-Demo1_run_1」の [導入の詳細
（Deployment Details）] ページが表示されます。
c. [NFS-Demo1 のアクセス（Access NFS-Demo1）] ボタンをクリックします。[この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります
（There is a problem with this website's security certificate...）] 画面が表示されるはずです。
d. 進めるには、[この Web ページを続行（お勧めしません）（Continue to this webpage (not recommended)）] をクリックします。
e. ファイルとフォルダが設定したとおりに表示され、このユーザにストレージ ブラウザおよびファイルおよびフォルダの表示のアクセス権があ
ることを確認します。
8. GroupNFS に User1 を追加します。
a. テナント管理者として CCM UI にアクセスします。
b. [管理（Admin）] > [グループ（Groups）] をクリックします
c. GroupNFS をリストから探し、GroupNFS の [編集（Edit）] リンクをクリックします。
d. [ユーザ グループの編集（Edit User Group）] ページで、[関連するユーザ（Associated Users）] セクションに移動します。
e. このセクション内の [ユーザをこのグループに追加（Add user to this group）] フィールドで、「us...」と入力するときに表示されるユーザのリ
ストから [User1] を選択します（このテナント内のユーザのみこのグループに追加できることに注意してください）。
f. [保存（Save）] をクリックします。
9. これで User1 は読み取り/書き込みモードで NFS ストレージにアクセスできます。
a. User1 として CCM UI にログインします。
b. [導入（Deployments）] をクリックします。
c. NFS-Demo1 の [+] アイコンを展開して、[NFS-Demo1_run_1] リンクをクリックします。「NFS-Demo1_run_1」の [導入の詳細
（Deployment Details）] ページが表示されます。
d. [NFS-Demo1 のアクセス（Access NFS-Demo1）] ボタンをクリックします。
e. ファイルとフォルダが設定したとおりに表示され、このユーザにストレージ ブラウザおよびファイルおよびフォルダの読み取り/書き込みのア
クセス権があることを確認します。

ストレージ サービスのシナリオ
企業は、複数のシナリオでストレージ サービスを利用可能です。
永続ストレージにアプリケーション ログおよびそのほかの出力ファイルに書き込む。
ベンチマーク アプリケーションの場合に出力ファイルを書き込む、またはジョブ ベースのアプリケーションを実行する。
このセクションに示されている他のシナリオ。
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シナリオ 1：導入ごとの一意なストレージ サービス
このシナリオでは、ストレージ サービスはそれぞれの導入に固有です。ストレージ設定は、アプリケーションにおける依存関係および要件に基づいてきめ細
かく調整されます。このアプリケーションは、ストレージをマウントするための簡単なノード初期化スクリプトのみを必要とし、ストレージの IP アドレスは NFS
サービスによって環境変数として渡すことができます。

シナリオ 2：導入全体で共有されるストレージ サービス
このシナリオでは、ストレージ サービスは、企業内の許可された導入全体で共有されます。ストレージ設定は、アプリケーションにおける依存関係および要件
に基づいてきめ細かく調整されます。企業は、利用可能な複数のストレージを持つことができ、導入時に インスタンスを設定できます。このアプリケーションは、
ストレージをマウントするための簡単なノード初期化スクリプトのみを必要とし、ストレージの IP アドレスは CloudCenter プラットフォームによって環境変数と
して渡すことができます。

シナリオ 3：ユーザと共有されるストレージ サービス
このシナリオでは、ストレージ サービスはすべてのユーザと共有されます。ストレージ設定は、アプリケーションにおける依存関係および要件に基づいてきめ細か
く調整されます。企業は、利用可能な複数のストレージを持つことができ、導入時に NFS サービス IP アドレスまたは DNS を設定できます。このアプリケーション
は、ストレージをマウントするための簡単なノード初期化スクリプトのみを必要とし、ストレージの IP アドレスはカスタム パラメータとして渡すことができます。
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リソースの配置と検証コールアウト
概要
リソース配置フロー
リソース検証フロー

概要
CloudCenter プラットフォームは、[CCM UI] > [導入（Deployments）] ページでユーザ指定のクラウド設定を構成することで、パブリック、プライベート、また
はハイブリッドの各クラウドにエンタープライズ アプリケーションを導入できます。
次の統合機能は、CloudCenter プラットフォームの機能を拡張します。

リソース配置により、ユーザは手動選択での設定の代わりに自動化スクリプトを使用して、サードパーティ インフラストラクチャ ツールまたはクォータ
管理ツールに基づいてクラウド設定を定義できます。

リソース検証 は、ユーザがクラウド リソースの使用時に設定済みのしきい値制限に達すると、新規導入をブロックします（たとえば、クラウド リソース
が最大キャパシティの 75% を上回って使用する場合にのみ VM の起動を制限します）。
これらの統合は自動コールアウト スクリプトを使用して設定できます。

リソース配置フロー
リソース配置機能は、AWS と VMware のクラウドでのみサポートされます。4.8.0.1 以降、CloudCenter プラットフォームは OpenStack
クラウドに対してもこの機能をサポートするようになりました。
このスクリプトはノードが起動するごとに実行されます。たとえば、最小ノード数が 2 に設定されている単一階層のアプリケーションがある場合、このスクリプ
トは 2 回実行されます。つまり 1 層 x 2 ノード = 2 回の実行となります。
1. リソース コールアウトは、リソース コールアウト機能を次のようにして有効にすることで定義します。CCM UI > [導入（Deployments）] > [環境
（Environments）] タブ > 新規の導入環境を追加するか既存の導入環境を編集する > [導入環境のデフォルトの定義（Define Deployment
Environment Defaults）]（追加情報については、「導入環境のデフォルト」を参照してください）。
2. [リソースの配置（Resource Placement）] セクションでスイッチを [はい（YES）] に切り替えます。

この機能が有効である場合、[導入環境（Deployment Environments）] > [クラウドのデフォルト（Cloud Defaults）] ページの [クラウドの設
定（Cloud Settings）] フォームは無効になります。
3. リソース配置構成のスクリプトの場所および特定のスクリプトを識別します。
4. 次に示す AWS、OpenStack、および VMware のカスタマイズ可能オプションに注意してください。
AWS オプション
リソース配置コールアウト スクリプト用の AWS 固有のクラウド設定：
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AWS の設定

説明

vpcId

展開するノードの VPC。

subnetId

上記の VPC でノードを導入する必要があるサブネット。

securityGroupList

上記の VPC でノードを関連付ける必要があるセキュリティ グループ。

vmTagsList

ノードに関連付ける AWS タグ。

assignPublicIp

ノードにパブリック IP を割り当てる必要があるかどうかを示します。

nodeInfo

各ノードの CCM UI [ジョブの詳細（Job Details）] ページに表示されるカスタマイズ可能ノード情報の
詳細。入力されない場合、CloudCenter が入力された値に基づいてデフォルトの nodeInfo を生成し
ます。
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Amazon リソース配置コールアウト スクリプトの例
#!/bin/bash
./utils.sh
content="{\"vpcId\":\"vpc-1234abcd\",
\"subnetId\":\"subnet-1234abcd\",
\"securityGroupList\":\"sg-1234abcd\",
\"vmTagsList\":\"Name:MyVm,PayProfile:Dev,BU:Engineering,User:DemoUs
er\",
\"assignPublicIp\":\"true\", \"nodeInfo\":\"VpcID:
vpc-1234abcd, subnetId:
subnet-1234abcd,securityGroupList:sg-1234abcd \"}"
print_ext_service_result "$content"

OpenStack のオプション
リソース配置コールアウト スクリプトの OpenStack 固有のクラウド設定：
OpenStack の設定

説明

TenantName

OpenStack テナントの名前。

zone

「可用性セットおよびゾーン」 > 「OpenStack」での説明に従って、可用性ゾーン。

nicInfo

OpenStack ネットワーク インターフェイス情報。

privateIPAllocationMode

プライベート IP 割当方法（DHCP または PREALLOCATE_IP）

networkID

OpenStack ネットワーク ID。

publicIpAllocate

パブリック IP アドレスの割り当てのフラグ（ブール値：true/false）。

nodeInfo

各ノードの CCM UI [ジョブの詳細（Job Details）] ページに表示されるカスタマイズ可能ノード
情報の詳細。入力されない場合、CloudCenter がデフォルトの nodeInfo を生成します。

Amazon リソース配置コールアウト スクリプトの例
#!/bin/bash
./utils.sh
content="{\"TenantName\":\"sample\",\"zone\":\"nova\",
\"nicInfo\":\"
[{\\\"privateIPAllocationMode\\\":\\\"DHCP\\\",\\\"networkID\\\":\\
\"19f56fa2-babc-4q22-9q9b-20c4e3243b85\\\",\\\"publicIpAllocate\\\"
:true},
{\\\"privateIPAllocationMode\\\":\\\"PREALLOCATE_IP\\\",\\\"network
ID\\\":\\\"19f56fa2-babc-4q22-9q9b-20c4e3243b85\\\",\\\"publicIpAll
ocate\\\":true},
{\\\"privateIPAllocationMode\\\":\\\"PREALLOCATE_IP\\\",\\\"network
ID\\\":\\\"19f56fa2-babc-4q22-9q9b-20c4e3243b85\\\",\\\"publicIpAll
ocate\\\":false}]
\",
\"nodeInfo\":\"zone:nova, TenantName:sample\"}"
print_ext_service_result "$content"
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VMware のオプション
リソース配置コールアウト スクリプトの VMware 固有のクラウド設定：
VMware の設定

説明

vmTagsList

ノードに関連付ける AWS タグ。

UserDataCenterName

ノードを展開するデータセンター。

UserClusterName

上記のデータセンターにノードを展開するクラスタ。

UserResourcePoolName

ノードの展開に使用するリソース プール。

UserDatastoreCluster

ノードに関連付けるデータストア クラスタ。

UserFolderName

ノードの展開に使用するユーザ フォルダ。

RootDiskResizable

ルート ディスクがサイズ変更可能であるかどうかを示します（ブール値：true/false）。

FullClone

ノードがフル複製で起動するかどうかを示します（ブール値：true/false）。

VmRelocationEnabled

ノードの再配置が有効であるかどうかを示します（ブール値：true/false）。

LocalDataStoreEnabled

ローカル データストアが有効であるかどうかを示します（ブール値：true/false）。

SystemFolderName

テンプレートの選択元のフォルダ。

networkList

ノードを接続するネットワークの一覧。

UserHost

ノードを起動する ESX ホスト。

nodeInfo

各ノードの CCM UI [ジョブの詳細（Job Details）] ページに表示されるカスタマイズ可能ノー
ド情報の詳細。入力されない場合、CloudCenter が入力された値に基づいてデフォルトの
nodeInfo を生成します。

VMware リソース配置コールアウト スクリプトの例
#!/bin/bash
./utils.sh
content="{\"UserDataCenterName\":\"SDC-01\",\"UserClusterName\":\"C
loudCenter-Cluster\",\"UserResourcePoolName\":\"\",\"vmTagsList\":\
"cloud:center\",\"UserDatastoreCluster\":\"CloudCenter-DS-Cluster\"
,
\"RootFolderName\":\"vm\",
\"UserFolderName\":\"CliqrUser-2\",
\"RootDiskResizable\":\"false\”,
\"FullClone\":\"true\",
\"VmRelocationEnabled\":\"true\",
\"LocalDataStoreEnabled\":\"true\",
\"SystemFolderName\":\"CliqrTemplates\",
\"networkList\":\"VLAN-ENG-NET (CC-DSwitch)\",
\"UserHost\":\"sc2-esx02.abc.private\",\"nodeInfo\":\"UserDataCente
rName:
SDC-01, UserClusterName: CloudCenter-Cluster,
UserDatastoreCluster:CloudCenter-DS-Cluster, networkList
VLAN-ENG-NET
(CC-DSwitch)\"}"
print_ext_service_result "$content"
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5. リソース配置スクリプトの利用可能な環境変数：
環境変数

説明

eNV_cliqrAppTierName

層名

CliqrTier_<tierName>_instanceType

層のインスタンス タイプ

eNV_imageName

イメージ名（CentOS 6.x など）

serviceName

データベース サービスのプライベート サブネットなどの設定を示すためのサービス名

eNV_parentJobName

展開の一意のジョブ名

CliqrCloudAccountId

CloudCenter クラウドのアカウント ID

CliqrCloudAccountPwd

CloudCenter クラウドのアカウントの秘密キー

CliqrCloudAccountName

CloudCenter クラウド アカウントのアクセス キーとユーザ名

Cloud_Setting_CloudFamily

CloudCenter プラットフォームでのクラウド ファミリのリージョン。

Vmware のリソース配置用 VMTurbo 統合スクリプトの例
#!/bin/bash
./utils.sh
export VMTURBO_URL="<VM_TURBO_HOST>"
export VMTURBO_USER="<User>"
export VMTURBO_PASSWORD="<pwd>"
export VMTURBO_RESOURCE="http://$VMTURBO_USER:$VMTURBO_PASSWORD@$VMTURBO_URL"
./utils.sh
#pre fixing a datacenter in the sample
if [ -z $dcName ];
次に
export dcName="SCL2"
fi
export
export
export
export
export
export
export
export
export
export
export
export

vmTagsList="Name:myVm"
UserDataCenterName="$dcName"
UserClusterName="CliQr"
UserResourcePoolName="Eng"
RootFolderName="vm"
UserFolderName="CliqrUser-id"
RootDiskResizable="false"
FullClone="true"
VmRelocationEnabled="true"
LocalDataStoreEnabled="true"
SystemFolderName="CliqrTemplates"
networkList="10-DEV (DSwitch)"

export instanceNameVar=`echo CliqrTier_"$eNV_cliqrAppTierName"_instanceType`
eval instanceName='$'$instanceNameVar
getProfileId() {
result=`curl -s -X GET $VMTURBO_RESOURCE/vmturbo/api/templates
| grep $instanceName`
export profileId=`echo $result | awk -F uuid=\" '{printf $2}' | awk -F \"
'{printf $1}'`
}
getProfileId

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

66

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

getDatacenterId() {
DATACENTER=$1
result=`curl -s -X GET
$VMTURBO_RESOURCE/vmturbo/api/markets/Market/entities | grep
\"DataCenter\" | grep $DATACENTER`
export dcId=`echo $result | awk -F
uuid=\" '{printf $2}' | awk -F \" '{printf $1}'`
}
getDatacenterId "$dcName"
#echo "dcId=$dcId"
getReservation() {
reservationName="reserve-$RANDOM"
export reserveId=`curl -s -X POST
$VMTURBO_RESOURCE/vmturbo/api/reservations -d
"reservationName=$reservationName&templateName=$profileId&count=1&segmentationUui
d[]=$dcId"`
}
getReservation
sleep 3
getHostAndDS() {
result=`curl -s -X GET
$VMTURBO_RESOURCE/vmturbo/api/deployitems/$reserveId`
export datastore=`echo $result | awk -F datastore=\" '{printf $2}' | awk -F
\" '{printf $1}'`-cluster
export host=`echo $result | awk -F host=\" '{printf $2}' | awk
-F
\" '{printf $1}'`
}
getHostAndDS
export UserDatastoreCluster="$datastore"
export UserHost="$host"
content="{\"UserDataCenterName\":\"$dcName\",\"UserClusterName\":\"$UserClusterNa
me\",\"UserResourcePoolName\":\"$UserResourcePoolName\",\"vmTagsList\":\"$vmTagsL
ist\",\"UserDatastoreCluster\":\"$UserDatastoreCluster\",
\"RootFolderName\":\"$RootFolderName\",
\"UserFolderName\":\"$UserFolderName\",
\"RootDiskResizable\":\"$RootDiskResizable\”,
\"FullClone\":\"$FullClone\", \"VmRelocationEnabled\":\"$VmRelocationEnabled\",
\"LocalDataStoreEnabled\":\"$LocalDataStoreEnabled\",
\"SystemFolderName\":\"$SystemFolderName\",
\"networkList\":\"$networkList\",
\"UserHost\":\"$UserHost\",\"nodeInfo\":\"UserDataCenterName:
$dcName, UserClusterName: $UserClusterName, UserDatastoreCluster:
$UserDatastoreCluster, networkList: $networkList \"}"
print_ext_service_result "$content"

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

67

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

リソース検証フロー
リソース検証機能は、すべての CloudCenter サポート対象クラウドでサポートされます。
リソース検証機能を設定するには、次の手順に従います。
1. リソース コールアウトは、リソース検証機能を次のようにして有効にすることで定義します。CCM UI > [導入（Deployments）] > [環境
（Environments）] タブ > 新規の導入環境を追加するか既存の導入環境を編集する > [導入環境のデフォルトの定義（Define Deployment
Environment Defaults）]（追加情報については、「導入環境のデフォルト」を参照してください）。
2. [リソースの検証（Resource Validation）] セクションでスイッチを [はい（YES）] に切り替えます。

3. 検証構成のスクリプトの場所および特定のスクリプトを識別します。

リソース検証コールアウト スクリプトの例
#!/bin/bash
./utils.sh
content="{\"validated\":\"false\",\"comment\":\"Not Enough Resources to
Launch the nodes\"}"
print_ext_service_result "$content"
リソース検証スクリプトの利用可能な環境変数：
環境変数

説明

CliqrCloudAccountId

CloudCenter クラウドのアカウント ID

CliqrCloudAccountPwd

CloudCenter クラウドのアカウントの秘密キー

CliqrCloudAccountName

CloudCenter クラウド アカウントのアクセス キーとユーザ名

CliqrTier_NameList

アプリケーションのすべての層のカンマ区切りリスト：この変数はスクリプトで層ごとにルー
プします。

CliqrTier_Total_NumCpus

アプリ全体を起動するために必要な合計 vCpus

CliqrTier_Total_Memory

アプリ全体を起動するために必要な合計メモリ

CliqrTier_Total_Local_Storage

アプリ全体を起動するために必要な合計ローカル ストレージ

CliqrTier_<tierName>_instanceType

層のインスタンス タイプ

CliqrTier_<tierName>_instanceName

層のインスタンス タイプ名（論理名）

CliqrTier_<tierName>_cloudType

層のクラウド タイプ。

CliqrTier_<tierName>_numOfCPUs

層に必要な CPU の数

CliqrTier_<tierName>_memorySize

層に必要なメモリ

CliqrTier_<tierName>_localStorageSize

層に必要なローカル ストレージ

CliqrTier_<tierName>_minClusterSize

起動する層のクラスタ サイズ：層に必要な合計 vCPUs は、minClusterSize x
numOfCPUs で算出されます。
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導入ライフサイクルのスクリプト
スクリプト ワークフロー
ノード初期化のワークフロー
VM 層の外部初期化のワークフロー
外部初期化のワークフロー
ノードの再起動のワークフロー
ノード更新のワークフロー
ノード終了のワークフロー
スクリプトのカテゴリ
アプリケーション プロファイル内のスクリプトの使用
スクリプト ソースの詳細
ライフサイクル アクション スクリプトの定義
ユーティリティ ファイル
パラメータとコンフィギュレーション ファイル
アプリケーション コンテンツ パッケージ
ノード初期化中の内部再起動

スクリプト ワークフロー
スクリプトは、導入時に複数のポイントで呼び出すことができます。次の図は、各サービス ワークフローの実行プロセスを示します。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

69

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

ノード初期化のワークフロー

VM 層の外部初期化のワークフロー
追加情報については、「External Service」を参照してください。
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外部初期化のワークフロー
アプリケーション層のような非 VM 層。追加情報については、「External Service」を参照してください。

ノードの再起動のワークフロー
[導入（Deployments）] ページの VM の再起動または中断/再開操作によりトリガーされます。
CloudCenter 4.8.0 で導入されたサスペンド スクリプトは、ノードの中断時にトリガーされる再開スクリプトに似ています。

ノード更新のワークフロー
他の VM 上での VM のスケーリング操作や再起動によりトリガーされます。

ノード終了のワークフロー
すべてのノードがアプリケーションの電源をオフにするために実行されている必要があります。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

72

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

73

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

スクリプトのカテゴリ
サービス ライフサイクル アクションは、2 つのカテゴリに分けられます。
サービス スクリプト：各サービス スクリプトは、サービス ライフサイクル アクションに対応します。追加情報については、「Service Administration」を
参照してください。ルート管理者がサービスを設定し、それをユーザが使えるようにすると、ユーザはサービスにアクセスし、必要に応じて各サービス
または層に独自のアプリケーション スクリプトを追加できます。
アプリケーション スクリプト：ユーザは、アプリケーションまたはアプリケーション プロファイルをモデリングするときに各アプリケーション スクリプトを
指定します。「新しいアプリケーション」および「新しいアプリケーション プロファイル」のセクションに、これらのスクリプトの詳細情報を示します。

アプリケーション プロファイル内のスクリプトの使用
[トポロジ モデラー（Topology Modeler）] > [サービス（Services）] タブ（またはパレット）では、ルート管理者は各ユーザまたはテナントに必要なサービスを追
加できます。[トポロジ モデラー（Topology Modeler）] > [プロパティ（Properties）] タブでは、ユーザはアプリケーション層を初期化、クリーンアップ、または再
開できます。次の図は、トポロジ モデラーの [プロパティ（Properties）] タブのアプリケーション スクリプト設定場所を強調表示しています。
サービス初期化の開始前および開始後：

ノードの初期化とクリーンアップ：
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外部初期化（追加情報については、「External Service」を参照してください）。

同様に、トポロジ モデラーの [プロパティ（Properties）] タブの [設定場所（configuration location）] で [移行とアップグレード（Migration and
Upgrade）] を見つけます。

スクリプト ソースの詳細
別のスクリプトのソースについて次の表で説明します。
ソーシング メソッド

説明

詳細情報

リポジトリ

外部サイト（HTTP または Amazon S3 など）でホストされているリポジトリへのポイント。

「アーティファクト リポジト
リの作成と共有」を参照し
てください。

パッケージ内のファイル

スクリプトはアプリケーション コンテンツ パッケージ内に存在します。

下の「アプリケーション コ
ンテンツ パッケージ」のセ
クションを参照してください

URL またはコマンド

管理エージェントによってダウンロードされ、実行されるファイルを指し示す URL。この URL は、こ 「パラメータとマクロ」を参
のサービスに関連する場所を指し示すことができます。
照してください
コマンド（シェルや powershell のダイレクト コマンド）は、すべてのサービス関連の操作を実行す
るために使用されます。たとえば、apt-get install foo、echo hello、rerun cliqr などです。
スクリプト オプションは、コマンドラインを使用すると機能しません。代わりに、URL オプ
ションを使用してスクリプト URL を追加します。
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バンドルからのスクリプト スクリプトのパスは、展開されたフォルダ内の相対パスです（/usr/local/osmosix/service）。
（サービス ライフサイクル
アクション用）
バンドルのディレクトリ名は、[識別子（Identifier）] フィールドに表示される名前と一致す
る必要があります。このステップは必須です。名前または相対パスが異なるとサービス
を作成できません。

「Bundle Store」を参照し
てください。

この操作は、サービスがバンドルの場所を指し示す場合にのみ使用可能です。

ライフサイクル アクション スクリプトの定義
次の表は、各スクリプトを定義して使用するために必要なレベルと詳細が示します。
各レベルでのライフサイクル アクション スクリプト定義の詳細については、次のセクションを参照してください。リージョン レベル：
「Cloud Region Configuration」 > 「Actions at the Cloud」を参照してください。
サービス レベル：「External Service」 > 「External Initialization Scripts」を参照してください。
アプリケーション層レベル：「Service Lifecycle Actions」を参照してください。
すべてのスクリプトは、現在のスクリプト ディレクトリから実行され、複数のスクリプトを同時に発行できます。

スクリプトのダウンロードの所有者権限
すべてのレベルのすべてのスクリプトについてダウンロードの所有者の権限は root（-rwxr-xr-x）です。

スクリプト

スクリプト定義のレベル

VM 開始前

地域

ユーザ実行スクリ
プト

スクリプトの実行場所

/opt/remoteFiles/cliqr_local_file/
C:\temp\remoteFiles\cliqr_local_file\

cliqruser

スクリプトのダウンロー
ド場所と同じ

サービス

/usr/local/osmosix/service/{serviceName}/
C:\programfiles\osmosix\service\{serviceName}\

root

スクリプトのダウンロー
ド場所と同じ

サービス

/opt/remoteFiles/cliqr_local_file/
C:\temp\remoteFiles\cliqr_local_file\

cliqruser

スクリプトのダウンロー
ド場所と同じ

Application

/opt/remoteFiles/initScript/
C:\temp\remoteFiles\initScript\

エージェント ユーザ
（通常は cliqruser）

スクリプトのダウンロー
ド場所と同じ

/opt/remoteFiles/cleanupScript/
C:\temp\remoteFiles\cleanupScript\

cliqruser

/opt/remoteFiles/resumeScript/
C:\temp\remoteFiles\resumeScript\

エージェント ユーザ
（通常は cliqruser）

VM 初期化前

スクリプトのダウンロード場所

VM 初期化後
VM 初期化前
VM 初期化後
インストール（Install）
設定（Configure）
展開
開始（Start）
停止（Stop）
再起動
リロード（Reload）
アップグレード
クリーンアップ
VM 開始前
VM 初期化前
VM 初期化後
VM 初期化前
VM 初期化後
初期化スクリプト

クリーンアップ
スクリプト
再開スクリプト
一時停止スクリ
プト
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Application

開始前スクリプト

（サービスの初期化）

開始後スクリプト

/opt/remoteFiles/cliqr{serviceName}PreStartAction/
C:\temp\remoteFiles\cliqr{serviceName}PreStartAction\

cliqruser

/usr/local/jetty/

/opt/remoteFiles/cliqr{serviceName}PostStartAction/
C:\temp\remoteFiles\cliqr{serviceName}PostStartAction\

停止前スクリプト

/opt/remoteFiles/cliqr{serviceName}PreStopAction/
C:\temp\remoteFiles\cliqr{serviceName}PreStopAction\

停止後スクリプト

/opt/remoteFiles/cliqr{serviceName}PostStopAction/
C:\temp\remoteFiles\cliqr{serviceName}PostStopAction\

VM のプロビジョン前
のスクリプト

/opt/remoteFiles/cliqr_local_file/
C:\temp\remoteFiles\cliqr_local_file\

スクリプトのダウンロー
ド場所と同じ

VM の初期化前のスク
リプト
VM の開始後のスクリ
プト

アプリケーション（外部初期化）

/opt/remoteFiles/cliqr_local_file/
C:\temp\remoteFiles\cliqr_local_file\

cliqruser

スクリプトのダウンロー
ド場所と同じ

Application

/opt/remoteFiles/preMigrateScript/
C:\temp\remoteFiles\preMigrateScript\

エージェント ユーザ
（通常は cliqruser）

/home/cliqruser/

cliqruser

/usr/local/jetty/

VM の終了前のスクリ
プト
VM の終了後のスクリ
プト
移行前のスクリプト
バックアップ スクリプト

/opt/remoteFiles/backupScript/
C:\temp\remoteFiles\backupScript\

復元スクリプト

/opt/remoteFiles/restoreScript/
C:\temp\remoteFiles\restoreScript\

移行後のスクリプト

/opt/remoteFiles/postMigrateScript/
C:\temp\remoteFiles\postMigrateScript\

アップグレード前のス
クリプト

/opt/remoteFiles/upgradeScript/
C:\temp\remoteFiles\upgradeScript\

アップグレード スクリ
プト
アップグレード後のス
クリプト
ロールバック スクリプト

動的生成 VM パスワードは、ライフサイクル アクションの一部として投入され、外部スクリプト内で利用できるようになります。
Windows 導入環境：cliqr ユーザのパスワードは、初期化前、開始後、終了前、および終了後の各フェーズにおいて、
cliqrWindowsPassword 環境変数で利用可能です。
Linux 導入環境：
ユーザ名は sshUserName 環境変数で利用可能です。
SSH 秘密キーは、sshKey 環境変数で利用可能です。
SSH 公開キーは、sshPublicKey 環境変数で利用可能です。

ユーティリティ ファイル
ユーザがスクリプトにユーティリティ ファイルを含めることもできます。
次に Linux ユーザが提供できるユーティリティ ファイルの例を示します。
環境変数：/usr/local/osmosix/etc/userenv
OS の情報：/usr/local/osmosix/service/utils/os_info_util.sh
サービス インストール ユーティリティ：/usr/local/osmosix/service/utils/install_util.sh
構成ユーティリティ：/usr/local/osmosix/service/utils/cfgutil.sh
要求ユーティリティ：/usr/local/osmosix/etc/request_util.sh（エージェントに実行の要求を送信）
次に Windows ユーザが提供できるユーティリティ ファイルの例を示します。
環境変数：c:\temp\userenv.ps1
ユーティリティ情報：c:\Program Files\osmosix\etc\cliqr.ps1
要求ユーティリティ：c:\Program Files\osmosix\etc\request _util.ps1
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パラメータとコンフィギュレーション ファイル
CloudCenter で定義されたパラメータは、長いスクリプトを書かずにジョブを自動化するためにアプリケーション プロファイルでの使用することもできます（た
とえば、タイムスタンプ、動的に生成された IP アドレス、プライベート IP アドレス、層の IP アドレス、環境変数、自動化ポリシー パラメータ、クラスタのノードの
数、導入名などです）。
ときには、アプリケーション プロファイルに設定したくない特定のサービス内にすでに定義されたカスタム パラメータがあることがあります。そうではなく、アプ
リケーション プロファイルをモデリングする際、またはアプリケーションを導入する際に、パラメータを代用する、またはトラブルシューティング パラメータを使
用するために、エンドユーザにはそのままにしたいことがあります。
パラメータ（CloudCenter で定義されているパラメータまたは代替パラメータ）を使用すると、関連するパラメータで定義された正しいプロパティを反映するよう
にサービス コンフィギュレーション ファイルの変更が必要になることがあります。

アプリケーション コンテンツ パッケージ
各 VM のスクリプトとその関連付けられているスクリプトは、単一の ZIP ファイルにバンドルし、アプリケーション プロファイルのアプリケーション コンテンツ
パッケージとして参照できます。このパッケージにより、スクリプトをより簡単な管理でき、さらに明示的なダウンロード ロジックを含めるが必要なく、相対パス
を使用してスクリプトの相互参照を可能にします。「アプリケーション パッケージを使用したモデリング」を参照してください。

ノード初期化中の内部再起動
上記で参照した再起動は、ユーザが VM を再起動したときや中断/再開コマンドを発行したとき、または直接の OS の再起動コマンドによって外部から初期化
されます。この再起動は通常、ノードが完全に初期化され、実行された後に行われます。
もう 1 つの再起動のシナリオは、再起動がノード初期化プロセスの一部である場合の内部再起動です。この再起動は管理エージェントによって開始されます。
エージェントは、.cliqrRebootResumeInit フラグを検出すると、バックアップを実行して再起動します。
適切なフロー制御ロジックを使用して次のファイルを処理することによって、複数段階のノード初期かスクリプトを設定できます。
/tmp/.cliqrRebootResumeInit
$OSMOSIX_PROD_HOME/.cliqrRebootResumeInit
$OSMOSIX_PROD_HOME のデフォルトは /usr/local/osmosix です。
CliQr は、常に中断したところから再開して、順番に各パスを実行します。次のスクリプトの例について考えます。
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#!/bin/bash
# Make sure to source these files to pick up all the CliQr environment variables.
./usr/local/osmosix/etc/.osmosix.sh
./usr/local/osmosix/etc/userenv
# After triggered reboot, CliQr agent generates file
$OSMOSIX_PROD_HOME/.cliqrRebootResumeInit
# with prior state from /tmp/.cliqrRebootResumeInit
# If this file DOES NOT exist, it means that this is the first pass through the script.
# The CliQr agent has not previously triggered a reboot and created this file.
if [ ! -e $OSMOSIX_PROD_HOME/.cliqrRebootResumeInit ];
次に
# Node was not rebooted already by CliQr nodeInit.First pass through this script.
# Triggers a reboot after the script exits, then this file is deleted.
# "Step 2" will now appear in $OSMOSIX_PROD_HOME/.cliqrRebootResumeInit
echo "Part 2" > /tmp/.cliqrRebootResumeInit
else
# Node was rebooted on the last pass through the script.
# Read in prior state from file generated by CliQr
step=`cat $OSMOSIX_PROD_HOME/.cliqrRebootResumeInit`
# Check the prior state to continue with the next part of the script.
case $step in
"Part 2")
# Triggers a reboot after the script exits, then this file is deleted.
# "Step 3" will now appear in $OSMOSIX_PROD_HOME/.cliqrRebootResumeInit
echo "Part 3" > /tmp/.cliqrRebootResumeInit
;;
"Part 3")
# Don't write to /tmp/.cliqrRebootResumeInit this time.CliQr will not
reboot.
# Script exists, and node init is complete.
;;
esac
fi

SSH キー名オプション
概要
SSH オプション

概要
SSH キー名は、導入時に発行されたキーへの参照です。SSH キー名は、[ジョブの詳細（Job Details）] ページで確認できます。このキーでは、起動された各
VM の正確なキーを把握することが重要です。
ユーザはアプリケーションを導入する際にアプリケーション VM の承認済みキーの一部として公開キーをアップロードするオプションがあります。
ユーザがアプリケーション VM にアクセスすると、そのアプリケーション VM 用の公開キーが表示され、ユーザが VM にログインするには秘密キーを提供す
る必要があります。
SSH 公開キーまたは SSH 秘密キーを設定する際、ユーザは SSH 公開キー ボックスにキーをペーストするか、またはキーが含まれるファイルを選択する
（[参照（Browse）] ボタンを使用します）ことを選択できます。
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導入時に提供される秘密キーまたは公開キーは、クラウド プロバイダーのキー ペアの作成には使用されません。代わりに、CloudCenter エージェントが
cliqruser を設定し、cliqruser 秘密キーの組み合わせによって VM にアクセス可能にするために使用します。

SSH オプション
アプリケーション VM にアクセスすると、ユーザは次の SSH オプションを設定できます。
オプション

UI の選択肢

説明
CloudCenter プラットフォームによって生成された公開キーは、アプリ
ケーション VM の承認済みキーとともに保存されます。

デフォルト
：オプショ
ンが選択
されてい
ない

秘密キー
の永続化

公開キーのみアップロードできます。秘密キーをアップロー
ドすることはできません：公開キーは常に CloudCenter 起
動の VM にプッシュされます。
このオプションを選択した場合、CloudCenter 生成ユーザ固有公開
キーに加えて、クラウド領域内の選択されたクラウド アカウント用の
CloudCenter 生成ユーザ固有プライベート キーが VM にプッシュさ
れます。

[秘密キーの永続化（Persist the Private Key）] オプション
は、[SSH キーの割り当て（Assign SSH Key）] オプション
の設定とは独立であり、SSH キーを、 どのように割り当て
られているかにかかわらず確実に保持するために平行し
て選択できます。
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SSH 公開
キーの割
り当て

ユーザは、SSH 公開キーを割り当て、秘密キーは割り当てません。
ユーザの公開キーだけが承認済みキーとともに SSH の設定に配置さ
れ、入力の一部ではないため、ユーザは秘密キーを維持できません。

パスワード ベースの認証
デフォルトの cliqruser アカウントと認証
パスワード ベースの認証
プロセス

デフォルトの cliqruser アカウントと認証
この手順は、セキュリティのアーキテクチャおよび IT インフラストラク チャの複雑な知識を備えた Dev Ops または企業の管理者が行う必要があ
ります。

Cliqruser：
CCM UI からアプリケーション VM にログ インするデフォルトのユーザです。追加情報については、「Custom Windows Image (Installer)」を参照し
てください。アプリケーション VM の OS ユーザ（従業員）を参照する：追加情報については、「導入ライフサイクルのスクリプト」を参照してください。
デフォルトでは、キーに基づく認証は、cliqruser を使用して設定されます。

パスワード ベースの認証
デフォルトの cliqruser アカウントを使用しない場合は、代わりにテナントごとのアプリケーション VM にアクセスするためにパスワード ベースの認証を使用で
きます。

プロセス
パスワード ベースの認証を設定するには、次の手順に従います。
1. このファイルに次の行が含まれるように、/usr/local/tomcat/ROOT/WEB-INF/vendor/tenantId/vendor.properties にある vendor.properties ファ
イルを編集します。

vendor.properties ファイル
enable.password.auth=true
テナント ID（vendorId）は、API で使用される tenantId を参照します。
2. 現在のテナントの View Tenants API を使用してテナント ID を決定します。
3. CCM を再起動するために CCM サーバで次のコマンドを入力します。
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/etc/init.d/tomcat stop
/etc/init.d/tomcat start

モデリング シナリオ
新しいアプリケーション プロファイル
新しいアプリケーション
カスタム イメージを使用するアプリケーション
インポートされたプロファイルを使用するアプリケーション
アプリケーション パッケージを使用するアプリケーション
Puppet または Chef を使用するアプリケーション

新しいアプリケーション プロファイル
新しいアプリケーション プロファイルのモデリング
概要
ガイドライン
モデリング プロセス
リアル イメージを作成して論理イメージにマッピングする
サービス
アプリケーション
アプリケーション スクリプトをエクスポートする
JSON 形式の例：N 層
JSON 形式の例：単一層
JSON 形式の例：バッチ実行

概要
アプリケーションのモデリングは、既存の稼働しているアプリケーションの完全導入に必要なすべてのイメージ、スクリプト、およびそのほかの依存関係をキャ
プチャするプロセスであり、CloudCenter プラットフォームを使用して設定可能なモデルにこれらを構築します。
CloudCenter プラットフォーム アプリケーションのモデルは、サービスで構成されています。サービスに VM の導入が必要になったときに、これを論理 VM イ
メージにマッピングできます。論理 VM イメージは、次にクラウドごとのリアル イメージにマッピングされます（使用しているクラウドによって、AMI、VM のス
ナップショットまたはテンプレート名、QCOW など）。追加情報については、「Map Images」を参照してください。

ガイドライン
アプリケーション検出：アプリケーション要件に重点を置いたトップダウン方式を使用してアプリケーション モデリングを開始します。このフェーズでは、
CloudCenter プラットフォームで何も設定されません。
1. アプリケーションを構成するすべてのサービスを検討してください（Apache、Tomcat、JBoss、MySQL、Cassandra、SQL サーバなど）。
2. これらのサービスはどのように相互依存していますか。
3. サービスを正しく導入するために必要なアーティファクトはどこにありますか。
4. サービスは、小規模の個別の VM またはコンテナで、モジュラ形式でより良好に導入されますか。または単一の VM にそれらすべての一
部を統括する方が適しますか。
5. 他と会話するための各サービスのネットワーキング要件は何ですか。
6. （たとえば、既存の SQL サーバ クラスタ上の新しいスキーマ、既存のロード バランサ上の新しい VIP などと）接続し、通信する必要のある
外部サーバがありますか。
設計プロセスでのこのステップの結果は、すべての必須の VM と外部サービス、各サービス間で必要なポート、およびどのサービスがどの VM に導
入されているを示すトポロジ図になるはずです。
追加情報については、「アプリケーション検出」を参照してください。
必要なサービス：サービスは、毎回同じサービスを再モデリングする必要なく、できるだけ多くのアプリケーションで使用できるように開発する必要が
あります。これにより、将来の効率を実現します。アプリケーションのサービスごとに、次を検討してください。
1. すでに CloudCenter プラットフォームが提供している使用可能なサービスがありますか。または、このアプリケーションをサポートするため
に既存のサービスを若干変更できますか。
2. このサービスはどのように汎用にモデリングできますか。
3. このサービスはどのように VM に導入されますか。スクリプト、あるいは Chef または Docker を使用しますか。
4. これが外部サービスである場合、そのサービスに接続し、どのような作業が必要となっても実行するにスクリプトを書くことができますか。こ
れを簡易化できる既存の利用可能なライブラリはありますか。このための 1 つの言語またはほかの言語はより簡単ですか。たとえば、
Python/requests 対 Bash/curl 対 Python ライブラリなど。対応するライブラリ、たとえば Python ライブラリを確認しましたか。
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5. このサービスで何のイメージをサポートする必要がありますか。1 つのイメージで十分でしょうか。このイメージを最小限の労力で相互互換
性があるようにできますか。たとえば CentOS/RedHat タイプのシステムを使用している場合、確認のために [-z /etc/redhat-release] コマ
ンドを使用します。
6. このサービスが機能するためにインバウンド ポートとアウトバウンド ポートのどちらを開く必要がありますか。
このステップの結果は、適する場合に使用される既存のサービスへの参照を含む、アプリケーションが必要とするすべてのサービスの一覧になるは
ずです。
サポート対象イメージ：CloudCenter プラットフォームによって導入された VM は、既存のベース OS イメージの複製である必要があります。これら
は、AMI、QCOW、VM スナップショットまたは VM テンプレート名として各クラウドに保存されます。より高レベルのサービスを構築するため
の基盤です。理想的なケースではこれらは非常にシンプルで一般的ですが、すべての VM に含まれるセキュリティ ツール、監視エージェントなども
しばしば必要でした。
サービスが参照するのは論理的なイメージであり、リアル イメージではないことを忘れないでください。論理イメージは、クラウド リージョンごとに 1
つのリアル イメージを参照します。これは CloudCenter プラットフォームがクラウドのポータビリティをどのように達成するかの重要な部分です。ア
プリケーションと関連サービスは、インフラストラクチャのすべての要素に依存せず、複製されたイメージにも依存しません。
サービスに必要な各論理イメージについて以下を検討してください。
1. 適した既存の論理イメージがありますか。ない場合は、機能し得るものに十分に近い論理イメージがありますか。または適合するように
サービスを変更できますか。
重要な考慮事項
a. どうしても必要でない限り、論理イメージ タイプの新しいインスタンスを作成しないでください。
b. 理想的には、必要な OS のタイプごとに 1 つの論理イメージだけを持ち、必ずできるだけ少ない
OS タイプを使用してください。
2. そうではなく、新しい論理イメージを作成する必要がある場合は、
a. どのクラウド リージョンでこのイメージを実行する必要がありますか。
b. このイメージを使用するために何の OS が必要ですか。
c. 使用できる標準化されたイメージ構築スクリプトはありますか。
3. もしあれば、何のツールをイメージに構築したいですか。
4. 次のサービスではあまり使用できないため、アプリケーションや固有のサービスを追加しないでください。
5. 使用する適切な論理イメージがある場合は、アプリケーションを導入する各リージョンのリアル イメージ マッピングはありますか。
このステップの結果は、作成が必要な論理イメージおよびリアル イメージ、それらを作成する方法、および各サービスのためにそれらを作成する場
所のリストになるはずです。これを数回行うと、理想的な結果は、一般には空のリストになります。
プロセスのモデリング：アプリケーション プロファイルをモデリングする際にボトムアップ アプローチに移行します。詳細については、次の各項を参照
してください。

モデリング プロセス
CloudCenter プラットフォームのモデリング プロセスを開始する際は、イメージの設定から始め、続いてサービス、最後にアプリケーション モデルになります。

リアル イメージを作成して論理イメージにマッピングする
イメージを作成する必要がある場合、リアル イメージを作成して論理イメージにマッピングします。
1. すでに使用できる論理イメージがなければ、CloudCenter プラットフォームに論理イメージを作成します。追加情報については、「Create Image」
（API）または「Image Administration」（概念と UI）を参照してください。
2. 各クラウド リージョンにリアル イメージを作成します。
CliQr でサポートされるイメージ
企業の要件に適し、使用可能な場合は、クラウドでサポートされている設定済みのベース OS イメージのいずれかを使用するとこの
時間を節約できることがあります。
a. このステップを完了するには内部構築プロセスを使用します。場合によっては、OS の導入だけが必要になることがあります。
b. インストーラを使用して管理エージェント バンドルをインストールします。追加情報については、「Custom Image Installation」を参照してく
ださい。
3. 適切なクラウド リージョンの論理イメージにリアル イメージ マッピングを適用します。追加情報については、「Map Images」を参照してください。
4. （単に各イメージを起動してテストする目的で）空白のサービスとアプリケーションを作成してイメージをテストします。
設定済みイメージ
仮想アプライアンス ベースのサービスは、変更することなく、しばしばパッケージ化されたアプライアンス イメージを使用します。このケースで
は、管理エージェント バンドルのインストールと直接イメージをマッピングする必要はありません。
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サービス
適所に必要なイメージを使用して、サービスの設定を開始できます。サービスには、サービスのライフサイクルのさまざまなポイントで異なるコマンドを呼び出
す、関連付けられたライフサイクル フレームワークがあります。追加情報については、「Service Lifecycle Actions」を参照してください。
1. ダミーまたは他のサービス スクリプトを開始します。これは任意の言語で、ユーザのニーズを満たす任意のコンテンツでできますが、次のサンプル
スクリプト コードに bash で書かれた便利な開始点を示します。この例では、各ステップでどの動作を有効化するかを制御するために使用される引
数（$1）を用いて、すべての VM のライフサイクル アクションを処理するために使用される、サービスと呼ばれる単一のスクリプトが含まれています。
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サンプル スクリプト コード
#!/bin/bash
exec > >(tee -a /usr/local/osmosix/logs/service.log) 2>&1
OSSVC_HOME=/usr/local/osmosix/service
./usr/local/osmosix/etc/.osmosix.sh
./usr/local/osmosix/etc/userenv
.$OSSVC_HOME/utils/cfgutil.sh
.$OSSVC_HOME/utils/install_util.sh
.$OSSVC_HOME/utils/os_info_util.sh
cmd=$1
SVCNAME="dummy"
SVCHOME="$OSSVC_HOME/$SVCNAME"
USER_ENV="/usr/local/osmosix/etc/userenv"
case $cmd in
install)
log "[INSTALL] Installing $SVCNAME"
;;
deploy)
log "[DEPLOY] Deploying $SVCNAME"
;;
configure)
log "[CONFIGURE] Configuring $SVCNAME"
;;
start)
if [ ! -z "$cliqrUserScript" -a -f "$cliqrUserScript" ]; then
log "[START] Invoking pre-start user script"
$cliqrUserScript 1 $cliqrUserScriptParams
fi
log "[START] Starting $SVCNAME"
if [ ! -z $cliqrUserScript -a -f $cliqrUserScript ]; then
log "[START] Invoking post-start user script"
$cliqrUserScript 2 $cliqrUserScriptParams
fi
# Run restore script in case of migration
if [ "$appMigrating" == "true" ]; then
runMigrationRestoreScript
fi
log "[START] $SVCNAME successfully started."
;;
stop)
log "[STOP] Invoking pre-stop user script"
if [ ! -z $cliqrUserScript -a -f $cliqrUserScript ]; then
$cliqrUserScript 3 $cliqrUserScriptParams
fi
log "[STOP] Stopping $SVCNAME"
log "[STOP] Invoking post-stop user script"
if [ ! -z $cliqrUserScript -a -f $cliqrUserScript ]; then
$cliqrUserScript 4 $cliqrUserScriptParams
fi
log "[STOP] $SVCNAME successfully stopped."
;;
restart)
log "[RESTART] Invoking pre-restart user script"
if [ ! -z $cliqrUserScript -a -f $cliqrUserScript ]; then
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$cliqrUserScript 5 $cliqrUserScriptParams
fi
log "[RESTART] Restarting $SVCNAME"
log "[RESTART] Invoking post-restart user script"
if [ ! -z $cliqrUserScript -a -f $cliqrUserScript ]; then
$cliqrUserScript 6 $cliqrUserScriptParams
fi
;;
reload)
log "[RELOAD] Invoking pre-reload user script"
if [ ! -z $cliqrUserScript -a -f $cliqrUserScript ]; then
$cliqrUserScript 7 $cliqrUserScriptParams
fi
log "[RELOAD] Reloding $SVCNAME settings"
log "[RELOAD] Invoking post-reload user script"
if [ ! -z $cliqrUserScript -a -f $cliqrUserScript ]; then
$cliqrUserScript 8 $cliqrUserScriptParams
fi
log "[RELOAD] $SVCNAME successfully reloaded."
;;
cleanup)
;;
upgrade)
log "[UPGRADE] Upgrading."
;;
*)
log "[ERROR] unknown command" exit 127
;;
esac\
ライフサイクル アクションは次のようになります。
a. インストール：
service install
b. 設定：
service configure
その他も同様です。
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特記事項
これはこのとおりにする必要はありません。さまざまなスクリプトまたはコマンドまたは Python のようなさまざまな言語
を使用できます。お好みで選択してください。
2 行のロギングの詳細を参照してください。
4 ～ 8 行のソース ファイルを参照してください。これらは役に立つ環境変数およびユーティリティ機能として重要です。

2. CloudCenter UI の [管理（Admin）] > [サービス（Services）] で、わかりやすい名前やタイプで新しいサービスを作成します（開始点としてダミーのス
クリプトを使用します）。
3. このサービスをテストするためにダミーのアプリケーションを作成します。
4. 進捗につれてテストを行うために頻繁にこのサービスの新しいテスト アプリケーションの導入を起動することでサービスの構築を続けます。
5. 詳細およびベスト プラクティスに関する上記のサービス チュートリアルを参照してください。

[アプリケーション（Applications）]
ダミーのアプリケーションを使用して個々のサービスの構築やテストを行うことで、最終的に稼働しているアプリケーションに要素をまとめることができます。
1. CCM UI にアクセスして、[アプリケーション（Applications）] をクリックします。
2. 右上隅の [モデル（Model）] リンクをクリックします。[新しいアプリケーション プロファイルのモデル化（Model a New Application Profile）] ページに
アプリケーション プロファイルのリストが表示されます。
3. CCM UI から、コア プロファイル、事前にパッケージ化されたプロファイル、またはカスタム プロファイルを選択します。たとえば、Java Web アプリ
ケーションをモデリングしている場合は、Java Web アプリケーション プロファイルを使用します。

4. アプリケーション アーキテクチャおよび各層のコンポーネントを定義するために CCM UI のトポロジ モデラーを使用します。
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a. トポロジ モデラーで [サービス（Services）] ペ インから [グラフィカル（Graphical）] ペインに必要なサービスをドラッグ アンド ドロップします。
b. 各サービスを設定する必要がある順番 に対応するコネクタでサービスを接続します。
これらのサービスは、ネットワークの依存関係とはまったく関係ありません。
すべての VM は同時に作成されます（クラウド固有の制約を除く）
ライフサイクル アクションは、トポロジ モデラー内の配置に従ってボトムアップ方式で実行されます。
c. [グラフィカル（Graphical）] ペインの [サービス（Service）] をクリックして、このサービスのプロパティを設定します。追加情報については、こ
のペインを設定するために必要な「サービスのプロパティ」を参照してください。
d. 必要に応じて、問題をトラブルシューティングするためにデバッグ設定を使用します。
i. グローバルなトラブルシューティング パラメータ（cliqrIgnoreAppFailure）をアプリケーションに追加し、デフォルト値の true を割り
当てます。戻ってこのパラメータを削除すると、アプリケーション、サービス、およびイメージが機能することを確認します（追加情報
については、「トラブルシューティングのパラメータ」を参照してください）。
ii. 各サービス層について、ノードの初期化で sudo 「all」を設定し、後で戻って変更することに注意してください。
iii. これら 2 つはセットアップおよびデバッグ フェーズで非常に重要です。後でそれらを取得することも忘れないでください。
e. 各サービス層のファイアウォール ルールを必要に応じて追加します。追加情報については、「セキュリティとフ ァイアウォール ルール」を参
照してください。
f. 導入の追加サービスを必要に応じて追加します。構成はサービスによって異なります。追加情報については、次のサービスの例を参照して
ください。
サービスのプロパティ
Apache
CephFS
Chef
Docker
My SQL
NFS
Nginx
Puppet
Tomcat
Varnish
5. アプリケーションの要件に従って基本情報（説明、ロゴ、名前など）を入力します。追加情報については、「トポロジ モデラー」 > [基本情報（Basic
Information）] タブを参照してください。
a. 一般設定値（呼び出されるプロトコルに基づいて HTTP/HTTPS/両方（Both）/なし（None））を入力します。
[プロトコル（Protocol）] フィールドは、N 層のアプリケーションをモデリングする際に（[HTTP]、[HTTPS]、[両方（Both）] に加え
て）[なし（None）] オプションを提供します。[なし（None）] を選択すると、CloudCenter プラットフォームは、アプリケーション導入
の詳細ページのアクセス リンク URL を追加しません。
b. これが非標準ポートの場合、該当するチェックボックスをオンにします。
たとえば、デフォルトの Tomcat サーバは、ポート 8080 から開始します。このポートにプロトコルを設定することにより、[導入の
詳細（Deployment Details）] ページからサーバに直接アクセスできます。
c. アプリケーションにアクセスするために必要な値を入力します（URL 内のポート番号。たとえば、非標準ポートが 3309 の場合は、URL は
http://IPaddress:3309 になります）。
d. このアプリケーションのカテゴリおよびタグがあれば指定します。これらのフィールドは、フィルタとしてこのアプリケーションを検索するため
に使用されます。
e. アプリケーションの起動ページ（ランディング ページ）へのアクセス リンク（パス）を指定します。
f. クラウドに関連するため、メタデータを追加します。これは、VM にフラグを付けるのに便利な方法です。
AWS の例
AWS は、VM でタグとしてメタデータを表示します。たとえば、使用する場合は次のようになります。
Name / %USER_NAME%-%JOB_NAME%
AWS コンソールにログインすると、アプリケーションの導入と各導入で VM を開始したユーザのリストを確認できます。
6. トポロジ モデラーの [グローバル パラメータ（Global Parameters）] タブで、あれば上書きするパラメータ（管理者、ユーザ名、パスワードなど）を定
義します。追加情報については、「グローバル パラメータ」セクションを参照してください。
7. すべての定義を入力すると、複数の選択肢があります。
a. [アプリケーションとして保存（Save as App）] をクリックして、[アプリケーション タスク（Application Tasks）] ページに保存します。アプリ
ケーションとして変更されたプロファイルを保存すると、定義は JSON 形式でエクスポートできるメタデータ ファイルとして保存されます。
b. [テンプレートとして保存（Save as Template）] をクリックして、[新規アプリケーションのモデル化（Model a New Application）] ページに保
存します。
8. 環境に応じてそれぞれのクラウドのアプリケーションやアプリケーション プロファイルをテストします。
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アプリケーション スクリプトをエクスポートする
アプリケーションとして変更されたプロファイルを保存すると、定義は JSON 形式でエクスポートできるメタデータ ファイルとして保存されます。このセクション
では、いくつかのサンプル アプリケーション プロファイル形式を示します。

JSON 形式の例：N 層
このセクションでは、UI からの N 層の Jenkins アプリケーション プロファイルの JSON データ転送 オブジェクト（DTO）を示します。
JSON の N 層 Jenkins アプリケーション

{

"actionType": "saveApp",
"sourceTemplateName": "N-Tier Execution",
"appName": "Jenkins",
"appDesc": "Leading Open Source continuous integration server built in Java to
support building and testing.",
"appVersion": "1.54",
"owner": "vik@cliqr.com",
"helpLink": "",
"cloneTemplateId": "",
"storageClouds": [],
"sourceAppId": null,
"uiSystemTags": [],
"microSegmentation": false,
"parentVersion": "",
"appId": 959,
"appParamSpecs": [{
"paramName": "cliqrWebappAccessLink",
"type": "string",
"defaultValue": "",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true
}, {
"paramName": "cliqrExternalHttpsEnabled",
"type": "string",
"defaultValue": "0",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true
}..., {
"paramName": "appPackage",
"type": "path",
"defaultValue": "",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

89

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

}, {
"paramName": "cliqrIgnoreAppFailure",
"displayName": "cliqrIgnoreAppFailure",
"helpText": "cliqrIgnoreAppFailure",
"type": "string",
"valueConstraint": {
"maxLength": 255,
"allowSpaces": true
},
"valueList": null,
"collectionList": null,
"defaultValue": "false",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"optional": false,
"webserviceListParams": null,
"systemParam": false
}

],
"categoryIds": [],
"newCategories": [],
"categoriesArePublicVisible": false,
"storageChoice": "NONE",
"childSteps": [{
"appName": "tomcat6_0",
"internalImageName": "CloudWorker-CentOS6.x",
"appVersion": "1.0",
"sourceTemplateId": "",
"cmdLines": [
"nop"
],
"nodeReusable": false,
"serviceId": 7,
"appId": 961,
"appParamSpecs": [{
"paramName": "cliqrWebServerType",
"type": "string",
"defaultValue": "tomcat6",
"userVisible": false,
"userEditable": false,
"systemParam": true
}, {
"paramName": "tierOrder",
"type": "integer",
"defaultValue": 1,
"userVisible": false,
"userEditable": false,
"systemParam": true
}, {
"paramName": "defaultService",
"displayName": null,
"helpText": null,
"type": null,
"valueList": null,
"defaultValue": "",
"userVisible": false,
"userEditable": false,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
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"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": null,
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "minClusterSize",
"displayName": "Minimum number of nodes",
"helpText": null,
"type": "number",
"valueList": null,
"defaultValue": "1",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 1,
"maxValue": 1000,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": false,
"sizeValue": 0,
"step": 0, "calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "maxClusterSize",
"displayName": "Maximum number of nodes",
"helpText": null,
"type": "number",
"valueList": null,
"defaultValue": "2",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 1,
"maxValue": 1000,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": false,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
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Server.",

"paramName": "cliqrNoOfVolumes",
"displayName": "Number of Volumes",
"helpText": "Number of persistent data storage volumes for Web
"type": "number",
"valueList": null,
"defaultValue": "0",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": true,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 65536,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": false,
"sizeValue": 5,
"step": 1,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "cliqrDBDataStorageSize",
"displayName": "Default Volume Size",
"helpText": "Persistent data storage for Web Server.",
"type": "number",
"valueList": null,
"defaultValue": "0",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": "GB",
"optional": true,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 65536,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": false,
"sizeValue": 5,
"step": 5,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "cliqrJDKVersion",
"displayName": "App Run-time",
"helpText": "",
"type": "list",
"valueList": "JDK 6:JDK6,JDK 7:JDK7",
"defaultValue": "JDK6",
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"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "cliqrWARFile",
"displayName": "App Package",
"helpText": "Application package file.The file is in relative path
from %rootPath%.",
"type": "path",
"valueList": null,
"defaultValue": "%REPO_ID_21%apps/jenkins/jenkins.war",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "cliqrWebappConfigFiles",
"displayName": "App Config files",
"helpText": "Application config files that contain CliQr system tokens
and will be modified at deployment time.The config file is a relative path from the webapp
context folder, e.g., WEB-INF/classes/db.conf.If there are multiple files, separate with
semicolon.",
"type": "string",
"valueList": null,
"defaultValue": "",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
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"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": true,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "cliqrWebappContext",
"displayName": "Deploy Context",
"helpText": "",
"type": "string",
"valueList": null,
"defaultValue": "ROOT",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "cliqrEARPath",
"displayName": "EAR file",
"helpText": "",
"type": "string",
"valueList": null,
"defaultValue": "",
"userVisible": false,
"userEditable": false,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255,
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"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null

},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "cliqrPlanPath",
"displayName": "Plan file",
"helpText": "",
"type": "string",
"valueList": null,
"defaultValue": "",
"userVisible": false,
"userEditable": false,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "appMigrationFiles",
"displayName": "Application Migration Files",
"helpText": "",
"type": "string",
"valueList": null,
"defaultValue": "cliqrWARFile,cliqrEARPath,cliqrPlanPath",
"userVisible": false,
"userEditable": false,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
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"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "cliqrTomcat6PreStartAction",
"type": "path",
"defaultValue": "",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true
},...
{
"paramName": "cliqrExternalPostStopAction",
"type": "path",
"defaultValue": "",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true
}, {
"id": null,
"paramName": "GREET",
"displayName": "GREET",
"helpText": "GREET",
"type": "string",
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"valueList": null,
"collectionList": [],
"linkedParams": null,
"defaultValue": "HELLO",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": false,
"exampleValue": null,
"optional": true,
"dataUnit": null,
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"order": 1
}, {
"paramName": "resumeScript",
"type": "path",
"defaultValue": "",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true
}, {
"paramName": "topTier",
"displayName": "topTier",
"type": "boolean",
"defaultValue": true,
"userVisible": false,
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"userEditable": false,
"systemParam": true

}
],
"dependentStepNames": [],
"topologyParams": {
"x": 160,
"y": 160
},
"envvarSpecs": [],
"firewallRules": [{
"protocol": "tcp",
"fromPort": 80,
"toPort": 80,
"sourceIPRanges": ["0.0.0.0/0"]
}
],
"hwProfile": {
"numOfCPUs": 1,
"memorySize": 1024,
"localStorageSize": 0,
"numOfNICs": 1,
"cudaSupport": "false",
"supportHardwareProvision": false
},
"swProfile": {
"support32bit": "false",
"support64bit": "true",
"support32On64": "false"
},
"nodeInitSpec": {
"initScript": "",
"cleanupScript": "wget http://<HOST>:<PORT>/cleanup.sh && chmod 0755 cleanup.sh
&& ./cleanup.sh",
"depPkgs": "",
"sudoCmdList": "ALL"
},
"migrationSpec": {
"preMigrateScript": "",
"backupScript": "",
"backupLocation": "",
"restoreScript": "",
"postMigrateScript": ""
},
"upgradeSpec": {
"upgradeType": "0",
"preUpgradeScript": "",
"stop": false,
"upgradeScript": "",
"start": false,
"postUpgradeScript": "",
"rollbackScript": ""
},
"sourceAppId": null,
"uiSystemTags": [],
"repositories": [{
"id": "21"
}
],
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"storageChoice": "NONE"
}],
"repositories": [],
"jobRuntimeTags": [{
"tagCollectionId": 401,
"tagName": "Username",
"value": "%USER_NAME%",
"required": true,
"editable": false
}, {
"tagCollectionId": 401,
"tagName": "DeploymentEnv",
"value": "%DEPLOYMENT_ENV%",
"required": false,
"editable": true
}, {
"tagCollectionId": 401,
"tagName": "Jobname",
"value": "%JOB_NAME%",
"required": true,
"editable": true
}, {
"tagCollectionId": 401,
"tagName": "Whatever",
"value": "what",
"required": false,
"editable": false
}
}
}
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JSON 形式の例：単一層
このセクションでは、UI からの単一層のアプリケーション プロファイル JSON DTO を示します。
JSON の単一層のアプリケーション

{

"id": "285",
"resource": null,
"perms": [],
"name": "App_Parallel_Ex_1",
"description": "A Parallel Execute Command",
"version": "PRL-v1.0-U10",
"revisionId": 0,
"sourceTemplateId": 1,
"sourceTemplateName": "Parallel Execute",
"sourceAppId": 0,
"parentVersion": "",
"executorBeanName": "cmdLineExecutor",
"owner": null,
"hwProfile": {
"memorySize": 512,
"numOfCPUs": 1,
"networkSpeed": null,
"numOfNICs": 1,
"localStorageCount": 0,
"localStorageSize": 10,
"cudaSupport": false,
"ssdSupport": false,
"supportHardwareProvision": false
},
"swProfile": {
"osName": "Linux",
"support32Bit": true,
"support64Bit": true,
"support32On64": true
},
"nodeInitSpec": {
"depPkgs": "",
"initScript": "%REPO_ID_2%checkExecNew.sh lapp node-init \"NodeInit
Executed\"",
"cleanupScript": "",
"licServer": "",
"licPort": 0,
"sudoCmdList": "ALL"
},
"firewall": null,
"migrationSpec": null,
"upgradeSpec": null,
"nodeReusable": true,
"leafLevel": true,
"interactiveApp": false,
"defaultApp": true,
"applicationType": "defaultApp",
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"templateType": "APPLICATION",
"policyId": 0,
"statusDefId": 0,
"tags": "",
"nodeCombination": null,
"internalImageName": "CloudWorker-CentOS6.x",
"helpLink": null,
"numNodes": 0,
"dynamicScalable": false,
"serviceName": null,
"topologyParamText": null,
"templateDependencies": [],
"appParamSpecs": [{
"paramName": "NumNodes",
"displayName": "NumNodes",
"helpText": "",
"type": "number",
"valueList": null,
"defaultValue": "2",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 255,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
},
{
"paramName": "OutputDir",
"displayName": "Output Directory",
"helpText": "Output Directory",
"type": "string",
"valueList": null,
"defaultValue": "%OUTPUT_DIR%/%DATE%/%JOB_NAME%",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false, "valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255, "regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
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"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "NUM_PARAM",
"displayName": "NumParam",
"helpText": "Sample Number Param",
"type": "number",
"valueList": null,
"defaultValue": "5",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": false,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 255,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "TEXT_PARAM",
"displayName": "TextParam",
"helpText": "Sample Text Param",
"type": "textarea",
"valueList": null,
"defaultValue": " Sample Test Area Content
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": false,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}],
"envvarSpecs": [{
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"name": "test_macro_spaces",
"value": "%APP_DIR% test value 1",
"userVisible": false,
"userEditable": false
"agentTasks": [{
"commandType": "cmdExec",
"params": [{
"name": "cmdLine1",
"value": "touch %OutputDir%/execfile"
}, {
"name": "cmdLine2",
"value": "echo &quot;command executed&quot; &gt;&gt;
%OutputDir%/execfile"
}, {
"name": "cmdLine3",
"value": "echo %NUM_PARAM% &gt;&gt; %OutputDir%/execfile"
}, {
"name": "cmdLine4",
"value": "echo %NODE_INDEX% &gt;&gt; %OutputDir%/execfile"
}, {
"name": "cmdLine5",
"value": "echo %TEXT_PARAM% &gt;&gt; %OutputDir%/execfile"
}, {
"name": "numCmdLines",
"value": "5"
}]
}],
"childAppTemplates": [],
"categories": [],
"metadataTags": [],
"systemTags": []
}
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JSON 形式の例：バッチ実行
このセクションでは、UI からのバッチ実行アプリケーション プロファイル JSON DTO を示します。
JSON のバッチ実行アプリケーション

{

"id": "277",
"resource": null,
"perms": [],
"name": "App_Batch_Ex_1",
"description": "A Batch Execute Command for testing 14.04",
"version": "2.0",
"revisionId": 0,
"sourceTemplateId": 3,
"sourceTemplateName": "Batch Execute",
"sourceAppId": 0,
"parentVersion": "1.0",
"executorBeanName": "batchExecutor",
"owner": null,
"hwProfile": {
"memorySize": 512,
"numOfCPUs": 1,
"networkSpeed": null,
"numOfNICs": 1,
"localStorageCount": 0,
"localStorageSize": 10,
"cudaSupport": false,
"ssdSupport": false,
"supportHardwareProvision": false
},
"swProfile": {
"osName": "Linux",
"support32Bit": true,
"support64Bit": false,
"support32On64": true
},
"nodeInitSpec": {
"depPkgs": "",
"initScript": "sudo touch %OUTPUT_DIR%/node-init;sudo bash -c \"echo
node-init >> %OUTPUT_DIR%/node-init\"",
"cleanupScript": "",
"licServer": "",
"licPort": 0,
"sudoCmdList": "ALL"
},
"firewall": null,
"migrationSpec": null,
"upgradeSpec": null,
"nodeReusable": true,
"leafLevel": true,
"interactiveApp": false,
"defaultApp": true,
"applicationType": "defaultApp",
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"templateType": "APPLICATION",
"policyId": 0,
"statusDefId": 0,
"tags": "",
"nodeCombination": null,
"internalImageName": "CloudWorker-CentOS6.x",
"helpLink": null,
"numNodes": 0,
"dynamicScalable": false,
"serviceName": null,
"topologyParamText": null,
"templateDependencies": [],
"appParamSpecs": [{
"paramName": "NumNodes",
"displayName": "NumNodes",
"helpText": "",
"type": "number",
"valueList": null,
"defaultValue": "3",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 255,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "UseBatchTaskList",
"displayName": "UseBatchTaskList",
"helpText": "",
"type": "list",
"valueList": "0,1",
"defaultValue": "0",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
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"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "NumTasks",
"displayName": "NumTasks",
"helpText": "",
"type": "number",
"valueList": null,
"defaultValue": "6",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 255,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "NumTasksPerNode",
"displayName": "NumTasksPerNode",
"helpText": "",
"type": "number",
"valueList": null,
"defaultValue": "2",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 255,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "OutputDir",
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"displayName": "Output Directory",
"helpText": "Output Directory",
"type": "string",
"valueList": null,
"defaultValue": "%OUTPUT_DIR%/%DATE%/%JOB_NAME%",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": true,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "LIST_PARAM",
"displayName": "ListParam",
"helpText": "Sample List Param",
"type": "list",
"valueList": "apple,1,mango,2",
"defaultValue": "mango",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
"systemParam": false,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 0,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []
}, {
"paramName": "PWD_PARAM",
"displayName": "PwdParam",
"helpText": "Sample Password Param",
"type": "password",
"valueList": null,
"defaultValue": "kungfu",
"userVisible": true,
"userEditable": true,
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"systemParam": false,
"exampleValue": null,
"dataUnit": null,
"optional": false,
"valueConstraint": {
"minValue": 0,
"maxValue": 0,
"maxLength": 255,
"regex": null,
"allowSpaces": true,
"sizeValue": 0,
"step": 0,
"calloutWorkflowName": null
},
"scope": null,
"webserviceListParams": null,
"collectionList": []

}],
"envvarSpecs": [],
"agentTasks": [{
"commandType": "batchExec",
"params": [{
"name": "cmdLine1",
"value": "touch %OutputDir%/execfile"
}, {
"name": "cmdLine2",
"value": "echo %TASK_INDEX% &amp;amp;gt;&amp;amp;gt;
%OutputDir%/execfile"
}, {
"name": "cmdLine3",
"value": "echo %LIST_PARAM% &amp;amp;gt;&amp;amp;gt;
%OutputDir%/execfile"
}, {
"name": "cmdLine4",
"value": "echo %PWD_PARAM% &amp;amp;gt;&amp;amp;gt;
%OutputDir%/execfile"
}, {
"name": "numCmdLines",
"value": "4"
}]
}],
"childAppTemplates": [],
"categories": [],
"metadataTags": [],
"systemTags": []
}
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新しいアプリケーション
新しいアプリケーションのモデル化
前提条件
アプリケーションのモデル化
トラブルシューティングのパラメータ
アプリケーションの導入

前提条件
アプリケーションをモデル化する前に、次の前提条件を確認します（ユーザの導入シナリオに応じて異なる場合があります）。
1. アプリケーションにおける依存関係を調べます。
a. アプリケーション検出を使用して、アプリケーションを検出します。
b. アプリケーションをオンボーディングまたは移行する前に、アプリケーション（パッケージ、データ、イメージ、およびサービス）のトポロジ モデ
ラーおよび必要なコンフィギュレーション スクリプトとファイルを特定します。
c. コンフィギュレーション ファイルまたはプロパティ ファイルをアプリケーションに合わせて変更し、CloudCenter のアプリケーション固有のパ
ラメータとマクロを導入時に組み込みます。
2. データとともにアプリケーションを移行する場合は、次のようにデータをバックアップします。
a. 会社のポリシーとプロセスに従ってデータをバックアップします。
b. バックアップしたデータは、アーティファクト リポジトリ内で使用可能にします。
3. イメージをアップロードします。アプリケーションの詳細設定が不明な場合や、詳細検出を実行できない場合は、アプリケーション プロファイルのカス
タム VM イメージを参照してください。

アプリケーションのモデル化
アプリケーションをモデル化するには、次のプロセスに従います。
1. アプリケーション データ（パッケージ、コンフィギュレーション ファイル、バックアップ データ、SQL スクリプト、および他のスクリプト）をアーティファクト
リポジトリにアップロードします。
2. 次のディレクトリにアプリケーション データをアップロードします。
3. トポロジ モデラーを使用してアプリケーションを定義します。
4. アプリケーションに必要なパラメータとマクロを特定します。追加情報については、次のページを参照してください。
パラメータの代用
CloudCenter 定義のパラメータ
トラブルシューティングのパラメータ
5. アプリケーションを保存します。

トラブルシューティングのパラメータ
「トラブルシューティングのパラメータ」を参照してください。

アプリケーションの導入
「アプリケーションの導入」を参照してください。

カスタム イメージを使用するアプリケーション
カスタム VM イメージを使用したアプリケーションのモデリング
カスタム イメージを使用してアプリケーションをオンボーディングするには、次のプロセスに従います。
1. [アプリケーション プロファイル（App Profiles）] タブで、[N 層の実行（N-Tier Execution）] プロファイルを選択します。
2. アプリケーションに関する基本情報（アプリケーション名、バージョン、説明、カテゴリ、カスタム タグ、ロゴのイメージ、もしあればアプリケーションの
グローバル パラメータ）を入力します。追加情報については、「トポロジ モデラー」を参照してください。
3. トポロジ ビルダーで、次のサービス オプションの 1 つを選択します。
OS Service：ノード初期化スクリプトと導入パッケージを使用して、ベース OS 上で任意のカスタム層を起動できます。
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Custom Service：[プロパティ（Properties）] ペインの [全般設定（General Settings）] には、選択に使用できるベース イメージのリストが
表示されます。

4. 高度なオプションは、必要な場合に設定します。追加情報については、「トポロジ モデラー」の各プロパティと「ノード初期化」を参照してください。

5. [アプリケーションとして保存（Save as App）] をクリックして、オンボーディング プロセスを完了します。新しいアプリケーションが [アプリケーション
（Apps）] タブに表示されます。
6. 必要なインスタンス タイプを選択します。
7. 導入を実行するときに、CCM はアプリケーションの詳細とシステム要件を CCO に送信します。CCO は、カスタム イメージを CloudCenter 対応に
するためにブートストラップする必要があるかどうかを判断します。CCO が VM をクラウド上で稼働させると、VM はイメージを導入できるようにする
ための必要なバンドルを投入します。追加情報については、「Dynamically Bootstrapping」を参照してください。
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インポートされたプロファイルを使用するアプリケーション
プロファイルのインポートによるアプリケーションのモデル化
サードパーティ アプリケーションのプロファイルをインポートすることで、アプリケーションをモデル化できます。CloudCenter がこのプロセスをサポートするの
は、このアプリケーションのメタデータ情報が CloudCenter アプリケーション定義形式に従っている場合です。
サードパーティ形式のプロファイルをインポートするには、次のプロセスに従います。
1. [アプリケーション（Application）] ページから、[アプリケーションのインポート（Import App）] をクリックします。ブラウザ ウィンドウが表示されます。
2. サードパーティ アプリケーションの ZIP ファイルを選択します。

アプリケーションの導入前に、アプリケーションのバイナリとデータ ファイルのアップロードが必要になる場合があります。
3. CloudCenter は形式を検証し、アプリケーションを [アプリケーション（Apps）] タブに表示します。
4. これでインポートされたプロファイルは導入に使用できるようになります。

アプリケーション パッケージを使用するアプリケーション
パッケージ内のファイルを使用したアプリケーションのモデル化
概要
プロファイルのすべてのアーティファクト（スクリプトやバイナリなど）は、単一の .zip ファイルにバンドルされるようになりました。これによりスクリプトは、アプリ
ケーション VM で使用できます。アプリケーションをモデル化または導入するときには、[サービス初期化（Service Initialization）] ドロップダウン メニューから
[パッケージ内のファイル（File in Package）] オプションを選択し、ファイル名を指定します（追加情報については、「導入ライフサイクルのスクリプト」）を参照）。
トポロシ モデラーの [プロパティの全般設定（Properties General Setting）] フィールドにある [アプリケーション パッケージ ファイル（Application package
file）] フィールドは、以下へのパスを参照します。
Web サービス用のバイナリ。ファイルは http://env.cliqrtech.com/ の相対パスにあります。
データベース サービス用のスクリプト。

スクリプト参照（Script Reference）
アプリケーション パッケージは一時フォルダに抽出されますが、その中にあるすべてのスクリプトは、ユーザの現在のホーム ディレクトリ（デフォルトは
/home/cliqruser）から実行されます。

ベスト プラクティス
アプリケーション パッケージの使用時には、次のベスト プラクティスに従います。
スクリプトを ZIP ファイルにパッケージする前に、スクリプトに適正な実行許可が設定されていることを確認します。
スクリプトの終了時には、終了ステートメントと適切な戻りコードが出されてスクリプトが終了していることを確認します。
あるスクリプトから別のスクリプトを参照する場合には、スクリプトを現在実行しているディレクトリを見つけて、そこから別のスクリプトを参照します。
このスクリプトのディレクトリに保存するには、次のようにします。
SCRIPT_DIR=`dirname "$0"`
他のスクリプトを、そのスクリプトの相対パスで指すには、次のようにします。
bash $SCRIPT_DIR/script2.sh
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Puppet または Chef を使用するアプリケーション
Puppet または Chef を使用したアプリケーションのモデリング
概要
設定済みサービスの追加
Puppet サービスの関連付け
Chef サービスの関連付け
Puppet の導入プロセス
Chef の導入プロセス

概要
CloudCenter により企業は、CloudCenter を使用するすべてのアプリケーション VM にインストールされるクライアント エージェントとして、Puppet と Chef
を統合でき、設定管理プロセスを自動化します。この自動化により、企業は VM プロビジョニングとサービス ライフサイクル アクションを結合して新しい VM
を起動するたびに、管理者が手動で環境を設定する必要はなくなり、シームレスなエンドツーエンド統合を導入時に提供します。

設定済みサービスの追加
Puppet と Chef は、CloudCenter プラットフォーム上で利用できる、設定済みサービスです。
アプリケーションをモデル化するときには、Puppet と Chef のサービスをトポロジ モデラーでドラッグ アンド ドロップして、アプリケーション固有のパラメータを
[プロパティ（Properties）] > [全般設定（General Settings）] タブで追加します。サービス固有の詳細については、次の項を参照してください。
Puppet サービス
Chef サービス

Puppet サービスの関連付け
Puppet サービスをアプリケーション層と関連付けるには、次のプロセスに従います。
1. リポジトリとして登録されている Puppet Master を選択します（追加情報については、「アーティファクト リポジトリの作成と共有」を参照）。
2. Puppet Agent をセットアップするために必要な、役割やリポジトリ パスなどの情報を入力します。
3. Puppet アプリケーションの導入：サービス スクリプトは Puppet Agent の機能を利用して環境を設定し、アプリケーションを導入します。導入したら、
VM は選択した Puppet Master と通信してデータを取得します。Puppet Master は、Agent の要求に応じてマニフェスト（上の表を参照）をシステム
固有のカタログにコンパイルし、そのカタログを Agent に送信して環境を設定します。

Chef サービスの関連付け
Chef サービスをアプリケーション層と関連付けるには、次のプロセスに従います。
1. Chef Client と通信する Chef Server を選択します。
2. Chef Server のセットアップに必要な情報であるレシピ（上の表を参照）と環境名を入力します。
3. Chef アプリケーションの導入：サービス スクリプトは Chef Client を呼び出し、選択した Chef Server に登録します。レシピを受け取った後に、
Client は環境を設定します。
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Puppet の導入プロセス
1. Puppet Master をセットアップし、Puppet Master オープン ソース バージョンをインストールして設定し、Puppet モジュール（Apache、MySQL、
Tomcat など）をホストします。詳細については、Puppet の Web サイトを参照してください。
2. Puppet のプロファイルと役割を作成して、設定をセットアップします。詳細については、Puppet の Web サイトを参照してください。
3. Puppet Agent からの認定アクセスを許可するために Certname パターンを Puppet Master 上で指定します。詳細については、Puppet の Web
サイトを参照してください。
a. ホスト名：Puppet Master のホスト名。
b. Certname のサフィックス：CloudCenter Puppet サービスにより、Puppet Master への認証の Certname を生成するために使用されるサ
フィックス。
4. Puppet 用のアーティファクト リポジトリを作成して共有し、Puppet Master のメタデータを含めます。
5. Puppet 層を使用して、アプリケーションをモデル化します。Puppet Agent で使用される Puppet Master パラメータを設定します。
6. アプリケーションを導入して Puppet Agent を呼び出し、アプリケーションをセットアップします。

Chef の導入プロセス
1. Chef Server をセットアップして Chef のクックブックとレシピ（たとえば、Apache や Tomcat など）をホストします。詳細については、Chef の Web サ
イトを参照してください。
2. Chef 用のアーティファクト リポジトリを作成して共有し、Chef Master のメタデータを含めます。Chef Server Web ページから検証キーをダウンロー
ドする必要があります。Chef サーバが SSL を使用して設定されている場合は、それらのクレデンシャルを Chef リポジトリで指定します。
a. Chef ユーザ キー：Chef Client の管理に使用する秘密キー。
b. Chef 検証キー：Chef Server と初めて通信するときに Chef Client の認証に使用されます。
c. 信頼できる証明書：Chef Client を Chef Server で認証するために使用する Chef Server の SSL 証明書。
3. Chef 層を使用して、アプリケーションをモデル化します。Chef Server と、Chef Client で使用されるレシピを設定します。
4. アプリケーションを導入して Chef Client を呼び出し、アプリケーションをセットアップします。

導入
アプリケーションの導入
アプリケーションの移行
展開の詳細
導入のベスト プラクティス
アプリケーション導入および VM の状態
Terminate Protection
仮想マシン
企業マーケットプレイス
ベンチマーク アプリケーション
ベア メタル サーバのプロビジョニング
持続的なパフォーマンスのためのベスト プラクティス
クラウド固有の設定

アプリケーションの導入
前提条件
アプリケーションを導入するには、次のタスクが事前に実行済みである必要があります。
アプリケーションを作成済みである。追加情報については、「新しいアプリケーションのモデル化」を参照してください。
展開環境を作成済みである。追加情報については、「環境」を参照してください。

プロセス
アプリケーションを導入するには、次のプロセスに従います。
1. CCM UI からアプリケーションにアクセスし、[アプリケーション（Application）] をクリックします。
2. [アプリケーション（Application）] ページで、必要なアプリケーションを検索します。
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3. 次の 2 つの方法のいずれかを使用して、アプリケーションを導入します。
方法 1：「アプリケーション タスク」 > 「アプリケーションの導入 」を参照してください。
方法 2：「アプリケーション タスク」 > 「 導入のスケジュール 」を参照してください。
4. アプリケーションの導入を実行すると、CloudCenter はアプリケーション プロファイルを読み取り、次のタスクをワン クリックでオーケストレートします。
アプリケーション プロファイルの要件（計算、ストレージ、およびネットワーキングの要件）に基づいて、クラウド インフラストラクチャとサービ
スをプロビジョニングして設定します。
VM を起動して、プロファイルで参照されているアプリケーション パッケージ、データ、スクリプトにアクセスし、選択したクラウド上のストレー
ジ リポジトリにそれらをマウントします。
さまざまな層またはステップのアプリケーション コンポーネントを、アプリケーション プロファイルに応じて導入します。
サービスの依存関係に基づく適切な順序で、各アプリケーション サービスを開始します。
5. 各オーケストレーションの段階で、CloudCenter は CCM にステータス メッセージを送信して、ユーザがアプリケーションの導入フェーズとステータス
を追跡できるようにします。

6. アプリケーションがクラウドに導入されたら、[<app name> のアクセス（Access <app name>）] をクリックして、アプリケーションがホストされる IP ア
ドレスを開きます。
コメント
アプリケーション サーバのアプリケーションのコンテキスト パスによっては、ブラウザでフル パスを指定することが必要になる場合が
あります（たとえば、http(s)://<IP address>/app-context-path とします）。

アプリケーション プロファイルの作成時に、このパスで [URL の開始（Launch URL）] フィールドを設定します。
7. アプリケーションが実行状態になると、CloudCenter アプリケーションにより、SSH または VNC を使用してクラウド VM に安全にアクセスし、任意の
ブラウザからアプリケーションを直接起動できるようになります。トラブルシューティングまたは単発的なカスタム コマンドやスクリプトの実行には、次
の方法を実行できます。
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アプリケーションの移行
概要
データを含む N 層アプリケーションの移行
移行のガイドライン
プロセス
イメージを使用した N 層アプリケーションの移行

概要
既存のクラウドからターゲット クラウドにアプリケーションを移行する場合は、次の要件に注意してください。
いずれのクラウドにも状態がないアプリケーションのフレッシュ/クリーン コピーを導入できるステートレス アプリケーション プロファイル
アプリケーションの状態（データを含む）を保持および移行する方法：たとえば、データベース ダンプを取る、それをクラウド ストレージにコピーする、
またはコピーし直す、データベースを復元するなど。
これらの 2 つの要件を思いに留めておくと、CloudCenter プラットフォームを移行に役立てることができます。CloudCenter 移行機能は、アプリケーションの
新しいクリーン コピーをターゲット クラウドに導入し、指定したスクリプトに基づいてアプリケーションの状態の移行するために役立ちます。
最初にソース側の VM を削除する理由はありません。それらは稼働するままにしておき、移行が正常に終了してから削除できます。
このセクションの移行シナリオでは、アプリケーションの移行時に考慮すべき 2 つの例のみを示します。

データを含む N 層アプリケーションの移行
この項では、お客様のロケーションで実行する、データとともに 3 層 Java Web アプリケーションを移行するための CloudCenter プロセスである、
RollerWeBlog というアプリケーションを取り上げています。

移行のガイドライン
サービス：
CloudCenter は、別の環境の代替サービスに対しては、クラウド専用サービスの設定済みマッピングを提供しません。
クラウド専用サービス（ELB または RDS など）を使用する場合、アプリケーション プロファイルの作成者/所有者は、そのアプリケーション
プロファイルを特定のクラウド（AWS など）にロックするという意思決定を行っていることを認識する必要があります。
ただし、カスタム サービス定義を作成し、AWS、VMWare、またはさらに別のクラウドに導入されたかどうかを検出するために必要なスクリ
プトを組み込み、アプリケーションを ELB またはその F5 ロード バランサのいずれかに接続できます。
DNS：
CloudCenter は基本的に、移行した展開を指すようにプライマリ DNS を更新しません。
ただし、環境内の DNS マッピングを変更するために必要なスクリプトを組み込むように移行プロセスを設定できます。
追加情報については、「CloudCenter External URL」を参照してください。

プロセス
データとともに N 層アプリケーションを移行するには、次のプロセスに従います。
1. RollerWeBlog アプリケーションのデータをバックアップします。この例では次のようになります。
このデータ バックアップ ファイルは、dbbkup.sql となります。
RollerWeBlog アプリケーションは、CloudCenter とは異なるクラウド上で実行します。
2. このアプリケーションの関連するコンポーネント、パラメータとマクロ、およびコンフィギュレーション ファイルを特定します。
3. コンフィギュレーション ファイルを変更して（またはプロパティ ファイルを変更して）、CloudCenter 定義のシステム マクロを組み込んで、コンフィギュ
レーション ファイルで定義されているパラメータの適切な値を自動的にプラグ インします。または、それらのパラメータを、インストールする引数また
はコンフィギュレーション スクリプトとして渡すことができます。
RollerWeBlog アプリケーション コンフィギュレーション ファイルの変更：
../WEB-INF/classes/myconfig-file
installation.type=auto
mediafiles.storage.dir=/usr/local/rollerdata/mediafiles
search.index.dir=/usr/local/rollerdata/searchindex
log4j.appender.roller.File=/usr/local/rollerdata/roller.log
database.configurationType=jdbc
database.jdbc.driverClass=com.mysql.jdbc.Driver
database.jdbc.connectionURL=jdbc:mysql://%DB_TIER_IP%:3306/rollerdb?
autoReconnect=true&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&mysqlEncoding=utf8
database.jdbc.username=scott
database.jdbc.password=tiger
mail.configurationType=properties
mail.hostname=smtp-server.example.com
mail.username=scott
mail.password=tiger
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

マクロ置換の前に、コンフィギュレーション ファイルにはその強調表示域に次の記述がありました。
database.jdbc.connectionURL=jdbc:mysql://localhost:3306/rollerdb?
実際には、ローカル ホスト IP アドレスは、動的に生成されたプライベート IP アドレス（データベース層）により、実行時に %DB_TIER_IP%
を使用して置き換えられます。
アプリケーション プロファイルでは、ユーザは引数としてユーザ名とパスワードのフィールドに渡すパラメータを定義できます。任意で、ユー
ザはスクリプトにデフォルト値を含めることもできます。
コンフィギュレーション ファイルをシステム マクロで変更した後、.war アプリケーション パッケージを作成し、更新されたコンフィギュレーション ファイ
ルを組み込みます。
アプリケーション データ（パッケージ、コンフィギュレーション ファイル、バックアップ データ、SQL スクリプト、その他のスクリプトなど）を、アーティファ
クト リポジトリ内の共有ディレクトリにアップロードします。
アプリケーションのディレクトリを /storage/app /<application name> の下に作成し、新しく作成したディレクトリにアプリケーション データをアップ
ロードします。
アプリケーションをモデル化（定義）します。RollerWeBlog アプリケーションの場合には、Java Web アプリケーション プロファイルを選択します。ア
プリケーションの各層にシステム タグを関連付け、必要であれば、環境、ターゲット クラウド、Terminate Protection 防止動作、エージング ポリシー、
メタデータ プロパティ、価格設定、インスタンス タイプ、オンデマンド インスタンスの詳細、ストレージ（共有リポジトリ）の詳細、およびスケーリング ポ
リシーの詳細を設定します（ご使用の展開に該当する場合）。
アプリケーションで、特定のパラメータ（管理者、ユーザ名、およびパスワード）を定義または上書きすることが必要な場合には、それらをトポロジ モ
デラーの [グローバル パラメータ（Global Parameters）] セクションに含めます。
トポロジ モデラーを使用して、アプリケーション アーキテクチャおよびサービスを定義します。RollerWeBlog の例では、Tomcat を Web サーバとし
て、MySQL をデータベースとして、および NginX をロード バランサとして使用します。各層では、[プロパティ（Properties）] パネルを使用して追加の
詳細を入力します。次に例を示します。
MySQL 層：パラメータ、ユーザ名、パスワード、前の環境からのバックアップ データがあるデータベース スクリプトのパスなど。
RollerWeBlog 層：アプリケーション バイナリ ファイル（roller.war）およびコンフィギュレーション ファイルのパスを定義します。
同様に、Tomcat 層や NginX 層の依存関係の詳細情報を入力します。
Java Web アプリケーション プロファイルを保存します。新しいアプリケーションに [アプリケーション（Apps）] タブからアクセスして、各層の変更を確
認します。これで導入の準備が完了しました。
アプリケーションの導入を実行します。CCM は、アプリケーション パッケージ情報（JSON パッケージ）を CCO に送信します。
[ステータス（Status）] フィールドで、導入の進捗を確認します。
追加のトラブルシューティング アクセスや追加のコマンドまたはスクリプトの実行のための、クラウド VM に対する SSH または VNC。
導入が完了したら、[アクセス（Access）] リンクをクリックして、このアプリケーションの IP アドレスを開きます。トポロジ モデラーの [基本情報（Basic
Information）] ペインで、アプリケーションのコンテキストでのフル パスを指定することが必要になる場合があります。
移行された RollerWeBlog アプリケーションへのアクセスには、このフル パス URL を使用します。

イメージを使用した N 層アプリケーションの移行
クラウドで実行されている既存のアプリケーション イメージをインポートし、CloudCenter テナントのカスタム イメージとして使用できます。
ここでは、お客様のロケーションで処理中のデータがある Oracle データベースを使用している Siebel CRM アプリケーションを例に説明します。データは、専
用オンプレミス サーバからクラウドに移行中です。
データとともに N 層アプリケーションを、イメージを使用して移行するには、次のプロセスに従います。
この手順を実行するには、CloudCenter 管理者特権が必要です。
1. Siebel CRM アプリケーションで処理中のデータをバックアップします。
2. アプリケーション内の次の階層ごとにイメージを作成します。
a. データがあるデータベース。
b. Siebel CRM アプリケーションとすべての依存関係。
3. このアプリケーションの関連するコンポーネント、パラメータとマクロ、およびコンフィギュレーション ファイルを特定します。
4. CCM UI にログインして、[管理（Admin）] > [イメージ（Image）] の順にアクセスします。
a. [新規の追加（Add New）] リンクをクリックして新しい イメージを追加します。
b. [新規イメージの追加（Add a New Image）] ページで、フィールドに入力して、CloudCenter でイメージのための論理エントリを作成します。
OS タイプ：
イメージの基本の OS。Siebel CRM の場合、OS は Linux です。
Number of Network Interfaces：基本イメージにより NIC の数が決定されます。追加情報については、「IP 割り当てモード」を参
照してください。
Enabled：このイメージを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
5. CloudCenter の論理イメージのマップを実際のイメージに対して次のように行います
a. [イメージのマッピング（Image Mappings）] セクションで、ドロップダウン リストから [クラウド タイプ（Cloud Type）] を選択します。
b. クラウド タイプに関連付けるイメージ ID を入力します。
c. このイメージでサポートされるすべての適用可能なインスタンス タイプを選択します。さらに、コストを変更しないことで、イメージ コストを上
書きすることもできます。
d. マッピングを追加したら、イメージ名をクリックすると、マッピングされたイメージを表示できます。イメージは作成後には、編集/変換/削除す
ることができます。
e. アプリケーションの各層に関連付けられている各イメージに対してこの手順を繰り返します（たとえば、データベース イメージ、SiebelDB）。
f. ユーザには、アプリケーションの導入プロセス中に新しく追加されたイメージが表示されます。
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6. コンフィギュレーション ファイル（またはプロパティ ファイル）を準備します。これは、CloudCenter 定義のシステム マクロを組み込んで、コンフィギュ
レーション ファイルで定義されているパラメータの適切な値を自動的にプラグ インします。または、それらをインストールする引数または設定スクリプ
トとして渡すことができます。
7. コンフィギュレーション ファイルをシステム マクロで変更した後、.war アプリケーション パッケージを作成し、更新されたコンフィギュレーション ファイ
ルを組み込みます。
8. アプリケーション データ（パッケージ、コンフィギュレーション ファイル、バックアップ データ、SQL スクリプト、その他のスクリプトなど）を、アーティファ
クト リポジトリ内の安全な共有ディレクトリにアップロードします。
a. /storage/app/<application name> の下にアプリケーション ディレクトリを作成します。
b. 新しく作成したディレクトリにアプリケーション リポジトリのコンポーネントをアップロードします。
9. アプリケーション プロファイルを定義します。Siebel DB アプリケーションの場合には、Java Web アプリケーション プロファイルを選択します。アプリ
ケーションの各層にシステム タグを関連付け、必要であれば、環境、ターゲット クラウド、Terminate Protection 防止動作、エージング ポリシー、メ
タデータ プロパティ、価格設定、インスタンス タイプ、オンデマンド インスタンスの詳細、ストレージ（共有リポジトリ）の詳細、およびスケーリング ポリ
シーの詳細を設定します（ご使用の展開に該当する場合）。
10. アプリケーションで、特定のパラメータ（管理者、ユーザ名、およびパスワード）を定義または上書きすることが必要な場合には、それらをトポロジ モ
デラーの [グローバル パラメータ（Global Parameters）] タブに含めます。
11. トポロジ モデラーを使用して、アプリケーション アーキテクチャおよびサービスを定義します。各層では、[プロパティ（Properties）] パネルを使用して
追加の詳細を入力します。次に例を示します。
a. Siebel データベース層：パラメータ、ユーザ名、パスワード、以前の環境からのバックアップ データが含まれているデータベース スクリプト
のパスなどです。
b. Siebel CRM 層：アプリケーション バイナリ ファイルとコンフィギュレーション ファイルのパスを定義します。
c. 同様に、他の該当する層の依存関係の詳細情報を入力します。
12. N 層のアプリケーション プロファイルを Siebel CRM アプリケーションとして保存します。新しいアプリケーションに [アプリケーション（Apps）] タブか
らアクセスして、各層の変更を確認します。これで導入の準備が完了しました。
13. アプリケーションの導入：
a. ハードウェア要件やアプリケーション固有の要件によっては、表示されるリストから、クラウドおよびインスタンス タイプを選択します。
b. 必要なインスタンス タイプを選択します。
14. アプリケーションの導入を実行します。CCM は、アプリケーション パッケージ情報（JSON パッケージ）を CCO に送信します。
15. [ステータス（Status）] フィールドで、導入の進捗を確認します。
16. 追加のトラブルシューティング アクセスや追加のコマンドまたはスクリプトの実行のための、クラウド VM に対する SSH または VNC。
17. 導入が完了したら、[アクセス（Access）] リンク（アクセス URL）をクリックして、このアプリケーションの IP アドレスを開きます。トポロジ ビルダーの
[基本情報（Basic Information）] ペインで、アプリケーションのコンテキストでのフル パスを指定することが必要になる場合があります。
18. 移行された Siebel CRM アプリケーションへのアクセスには、このフル パス URL を使用します。

展開の詳細
概要
実行の表示
お気に入りの展開
展開の詳細
展開の共有
NIC とノードの詳細
参考資料

概要
アプリケーションは、ジョブを実行することでクラウドに導入されます。導入の一環として、VM はクラウド上で、アプリケーション定義での指定に従い初期化さ
れたサービスとともに起動します。

実行の表示
アプリケーションを起動すると、各実行の対応するジョブ詳細は、インスタンス ベースで CCM UI の [導入（Deployments）] > [アプリケーションの導入
（Application Deployments）] ページに表示されます。導入の状態に基づくかまたはアプリケーション別に、リストをフィルタ処理します。
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ブラウザ ウィンドウのサイズを変更することなく、表示されている列のサイズを変更できます。

お気に入りの展開
ジョブ/導入システムの横にある星形アイコンをクリックすると、ジョブ/導入システムをお気に入りとしてマークできます。すべてのお気に入りのジョブや導入シ
ステムは、[お気に入りの導入（Favorite Deployments）] セクションの下の [ダッシュボード（Dashboard）] タブにリストされます。
追加情報については、「UI Behavior」を参照してください。

展開の詳細
クラウド名およびクラウド アカウントの詳細は、導入システムの各層について表示されます。
マルチア カウント機能を使用している場合、ユーザは単一の導入システムを複数のアカウントで操作し、[ジョブの詳細（Job Details）] ページですべての層の
アカウント情報を表示できます。

このジョブ実行の導入の詳細を表示するには、[アプリケーションの導入（Applications Deployments）] ページにリストされている導入システムをクリックします。
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必要なアプリケーションについて、ドロップダウン リストから [導入の表示（Show Deployments）] オプションを選択して、導入の詳細を表示できます。

展開の共有
導入システムは、VM にアクセスできるようにするために SSH/VNC を使用するユーザと共有できます。
導入システムの管理アクセス権限を持つすべてのユーザは、他のユーザと導入システムを共有できます。

たとえば、ユーザ X に共有権限があれば、そのユーザは許可された場合に（導入環境権限コントロールに基づいて）共有された導入システムを表示でき、
Web ベースの SSH/VNC を使用して VM にアクセスできます。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

118

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

NIC とノードの詳細
NIC とそのネットワーク、プライベート IP とパブリック IP は、GUI および REST API のいずれかを使用して表示できます。UI アクセス：
[導入の詳細（Deployment Details）] ページをさらにドリルダウンします。

API アクセス：「Get Job Details」（v1）または「View Job Details」（v2）を参照してください。

参考資料
導入システムおよび VM の状態
IP 割り当てモード
Submit Job（v1）または Submit Job（v2）

導入のベスト プラクティス
概要
CloudCenter プラットフォームが正常に実行しているかどうかの判別方法
CloudCenter コンポーネントのバージョン
VM モニタリング
ディスク領域のモ ニタリング
モニタする必要があるキー サービスの例
追加のシステム モニタリング ポインタ

概要
この項では、CloudCenter プラットフォームをセットアップして事前対処的にモニタし、正常かつ持続的なパフォーマンスを保証するシステム管理者を対象に、
いくつかのヒントを記載しています。

CloudCenter プラットフォームが正常に実行しているかどうかの判別方法
CloudCenter プラットフォームが正常に実行されていることを確認するには、次の機能を調べます。

CloudCenter コンポーネントのバージョン
キー コンポーネントはすべて、同じバージョンの CloudCenter を実行する必要があり、異なるバージョンの CloudCenter を実行することはできません。

VM モニタリング
システム レベルで VM をモニタすると、メモリ使用量、ディスク使用量、および CPU 使用量の情報を収集できます。サードパーティのモニタリング ツール
（Sensu オープン ソース モニタリング フレームワークなど）を使用して、クライアントからシステム レベルのデータを収集したり、VM をモ ニタしたり、使用に関
する統計を備えたりできます。このモニタリング フレームワークを使用するか、または企業で有効に機能する他の任意のフレームワークを使用するかを選択
できます。
CloudCenter プラットフォームのモニタ中に収集した統計に基づいて、管理者はプラットフォームのパフォーマンスがどのような状態であるかを正しく判断でき
ます。
システム パフォーマンス

推奨モニタリングしきい値

メモリ

通常時に空きメモリ容量が 10 % 未満である

CPU

CPU の使用量が常時 50 % ～ 100% を超えている

ディスク

通常時にディスクの使用量が 90 % を超えている
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ディスク領域のモニタリング
場合によっては、CCM VM は複数のアプリケーション（データベース アプリケーション、OS アプリケーションなど）がデータをダンプしているために、ディスク
スペース量が不足する可能性があります。このようなディスク スペースの問題に対処するために、次の保護手段を取ることができます。
ルート パーティションからのディスク スペースを再請求します。
ボリュームを CCM に追加して、データベース アプリケーション（またはデータをダンプする他のアプリケーション）を構成して、その追加構成ボリュー
ムにデータを書き込みます。
Nagios モニタリングを、特定のしきい値に達したときに自動アラートを送信するようにセットアップします。

モニタする必要があるキー サービスの例
CCM
Tomcat 7
PostgreSQL
MongoDB
CCO
Tomcat 7
MongoDB
ActiveMQ

追加のシステム モニタリング ポインタ
CloudCenter を正常にインストールしたら、CloudCenter プラットフォームおよびデータのセキュリティを確認します。CloudCenter プラット
フォームが何らかのローカルな安全関連問題が原因で使用できなくなった場合には、必ず CloudCenter のプラットフォームとデータをモ ニ
タ、バックアップ、および復元するための計画を実施してください。
すべての大企業は、ビジネス継続性計画が実践されていることを確認するためのシステム モニタリング ツールを使用しています。CloudCenter のインスタン
スに対して次のタスクを確実に実行することは、企業の責任です。
データベースのバックアップ：CloudCenter データベースのインスタンスを定期的にバックアップします。
高可用性ベスト プラクティス：さらに別の CCM を HA モードまたは DR モード（あるいはその両方）で実行する必要がある場合に考慮します。
企業のモニタ：企業にとって重要な関連点で CloudCenter のインスタンスをモニタします。

アプリケーション導入および VM の状態
展開状態
VM（ノード）の状態
CCO ブートストラップ タイムアウト
許可されるジョブ操作およびアクション
レガシー ジョブ（パラレル、バッチ、インタラクティブ ジョブなど）
N 層ジョブ

展開状態
CloudCenter は、[導入（Deployments）] ページに、導入されたアプリケーションの状態を色分けして表示します。次の表は、各展開の状態についての説明
を示しています。
UI 展開状態（アルファ
ベット順にリスト）

ライフサイク 説明
ル順序

deploymentStatus の API 列挙

jobStatus の API 列挙

Deployment Rollback

9

アップグレード中にその展開がロールバックされたため、エラーが発生しま
した

DeploymentRollback

JobRollback

DeploymentRollback
Error

10

アップグレード失敗後のロールバック スクリプトの実行中にエラーが発生し
ました。

DeploymentRollbackError

JobUpgradeRollback
Error

エラー（Error）

22

導入システムはエラー状態を検出しました。

DeploymentError

JobError

完了（Finished）

20

導入システムは実行を終了しているか、または正常にキャンセルされてい
ます。ノードは次の時刻境界までは再使用できますが、再使用されない場
合は、その時刻になるとクリーンアップされます。

DeploymentDone

JobFinished

Migrating

11

展開は別のクラウドへの移行中です（追加情報については、「終了」を参照）。 DeploymentMigrating

移行エラー（Migration
Error）

13

別のクラウドへの移行中に、展開にエラーが発生しました。

DeploymentMigrationError

JobMigrationError

Migrate Pending

12

展開は移行の承認を保留中です。

DeploymentMigratePending

JobMigratePending
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保留中（Pending）

2

承認が必要とされる環境で展開を起動して、承認を待っています。

DeploymentPending

JobPending

Reconfiguring

6

ノードは新しい設定値で再設定中です。

DeploymentReconfiguring

JobReconfiguring

却下（Rejected）

4

承認が必要とされる環境で展開を起動して、フェーズの承認者によりその
要求が拒否されました（承認をセットアップするには、前のセクションを参
照）。

DeploymentRejected

JobRejected

Resuming

16

展開は一時停止して、再開中です。

DeploymentResuming

JobResuming

Running/Deployed

3

CCO はオーケストレーションの手順を完了し、ジョブが実行中です。アプリ
ケーションが正常に導入され、すべてのノードが稼働しています（ハート
ビート タイムアウト間隔期間内のパルスで検出）。

DeploymentDone(“Deployed")

JobRunning

拡大/縮小（Scaling）

5

展開はアプリケーション層のノード数を増やしているかまたは減らしています。 DeploymentScaling

停止（Stopped）

18

展開が停止し、ジョブに関連するすべてのノードがクリーンアップされました。

DeploymentStopped

JobStopped

Stopping

17

展開は停止します。

DeploymentStopping

JobStopping

Stopping Error

JobScaling

19

導入が停止したときにエラーが発生しました。

DeploymentStoppingError

JobStoppingError

送信済み
（Submitted）

1

CCO は要求を受信して処理し始めましたが、オーケストレーションの手順
はまだ完了していません。

DeploymentSubmitted

JobSubmitted

中断（Suspended）

15

この展開内のアプリケーション VM は、電源がオフになっているか、シャッ
トダウンされています（終了してはいません）。

DeploymentSuspended

JobSuspended

Suspending

18

アプリケーションは一時停止中です。

DeploymentSuspending

JobSuspending

終了（Terminated）

21

展開の一部として起動したアプリケーション VM と外部ボリュームが終了し
ます。

DeploymentKilled

JobCanceled

Upgrading

7

展開は、最新バージョンのアプリケーション プロファイルにアップグレードさ
れます。アプリケーション プロファイルには、多数のバージョンが存在する
場合があります。アプリケーションの起動時には、最新バージョンのプロ
ファイルを使用して起動することを選択できます。そのように選択すると、
展開はその状態をリストします。

DeploymentUpgrading

JobUpgrading

Upgrading Error

8

アプリケーション プロファイルのバージョンをアップグレードするときに、展
開でエラーが発生しました。

DeploymentUpgradeError

JobUpgradingError

VM（ノード）の状態
[導入（Deployments）] > [アプリケーションの導入（Application Deployments）] > [アプリケーションのクリック（Click Application）] ページを使用して、各ジョ
ブの VM の状態を表示します。
VM の状態
（アルファベッ
ト順にリスト）

ライフサイ
クル順序

サポートされる
アクション

説明

nodeStatus の API
列挙

Cleaned

11

なし

ノードは、ユーザが提供したクリーンアップ スクリプトに基づいて、そのすべての設定と依存サービス
がクリーンアップされます。

NodeCleaned

エラー（Error）

12

なし

ノードは最新アクションの結果としてエラーを検出しました。ジョブのステータス メッセージで、エラー
の詳細を確認できます。例：Instance bootstrapping is timed out, possibly due to incorrect or

NodeError

missing agent bundle for node...
到達不能（Not
Reachable）

13

なし

ノードは、ハートビート欠落を検出した結果としてオフラインになっています。

NodeNotReachable

到達可能
（Reachable）

18

なし

ノードは、一定期間の到達できない状態の後に、到達可能になります。

NodeReachable

Rebooted

8

なし

ノードは再起動しました。

NodeRebooted

Resuming

6

なし

ノードは一時停止しており、再開中です。

NodeResuming

Resumed

7

なし

ノードは一時停止状態の後に再開しました。

NodeResumed

実行中
（Running）

3

電源オフ
再起動

ノードが開始され、エージェントが実行しています。これは、実行中のノードの正常な状態です。

NodeReady

開始（Started）

2

電源オフ
再起動

ノードは正常に開始しており、初期化が完了しています。

NodeStarted

起動中
（Starting）

1

なし

これはノードの初期化が開始されていることを示す、エージェントから最初の状態メッセージです。

NodeStarting

Suspending

4

なし

ノードは一時停止中です。

NodeSuspending

中断
（Suspended）

5

電源オン
（Power On）

ノードは、電源がオフになっているか、シャットダウンされています（終了してはいません）。

NodeSuspended

終端
（Terminating）

9

なし

ノードは終了の処理中です。

NodeTerminating
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終了
（Terminated）

10

なし

ノードはクラウド内で終了しています。終了は、削減アクションや導入終了アクションの結果として発生 NodeTerminated
します。

ノードが見つかり
ません

15

なし

ノードがダウンしているか未知の理由のため、CloudCenter プラットフォームによってノードが見つか
りません。

NodeNotFound

この状態は、インポートされたノードが、CloudCenter プラットフォームではなくクラウド プロバイダー
コンソールから削除されたときにも表示されます。

CCO ブートストラップ タイムアウト
gateway.properties ファイル内の maximum.bootstrap.wait.time プロパティは、デフォルトでは 1 時間（3600 秒）に設定されています。
CCO がこの期間内にアプリケーション VM からメッセージを受け取らない場合、ジョブは削除され、すべてのノードは終了します。

許可されるジョブ操作およびアクション
それぞれの有効な状態について、CloudCenter は設定されている権限に基づく、対応する操作とアクションを表示します。

レガシー ジョブ（パラレル、バッチ、インタラクティブ ジョブなど）
CloudCenter は、レガシー ジョブについては、次のアクションを表示します。
必要なユーザ特権（「perms」および「Permission Control」を参照）。

ジョブのステータス
（Job Status）

サポートされるアクション

処理中（InProgress）

停止（Stop）

ユーザには管理特権が必要です

再実行

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です

送信済み（Submitted）

停止（Stop）

ユーザには管理特権が必要です

実行中（Running）

停止（Stop）

ユーザには管理特権が必要です

昇格（Promote）

ユーザには Move_out 特権が必要です

再実行

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です

完了（Finished）

昇格（Promote）

ユーザには Move_out 特権が必要です

保留中（Pending）

承認

ユーザには承認特権が必要です

拒否（Deny）

ユーザには承認特権が必要です

N-T N 層のジョブ
CloudCenter は、N 層のジョブに対して次のアクションを表示します。
ジョブのステータス（Job Status）

サポートされるアクション

エラー（Error）

強制終了

必要なユーザ特権（「perms」および「Permission Control」を参照）。
ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
展開は終了させることはできません

終了および非表示
却下（Rejected）

終了 終了と非表示

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
展開は終了させることはできません

非表示
停止（Stopped）

復帰

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です

強制終了

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
展開は終了しません

終了および非表示
エラーを停止中（Stopping Error）

強制終了

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
展開は終了しません

終了および非表示
導入されたアップグレード
アップグレードのロールバック
ロールバック エラー
アップグレード エラー
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一時停止（Suspend）

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Terminate Protection を防止し、terminateProtection を無効にする必要があり
ます。
一時停止はサポートされています。

停止（Stop）

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です。
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。
一時停止はサポートされていません。
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強制終了

移行（Migrating）
アップグレード（Upgrading）
再設定（Reconfiguring）

進行中（In Progress）
送信済み（Submitted）

終了および非表示

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。
展開は終了しません

アップグレード（Upgrade）

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です

昇格（Promote）

ユーザには Move_out 特権が必要です

移行（Migrate）

ユーザには Move_out 特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。

Terminate Protection を有
効または無効にします。

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Termination/terminateProtection がサポートされている必要があります。

一時停止（Suspend）

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。
一時停止はサポートされています。

停止（Stop）

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。
一時停止はサポートされていません。

Terminate Protection を有
効または無効にします。

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection をサポートする必要があります。

強制終了

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。
展開は終了しません

終了および非表示
Terminate Protection を有
効または無効にします。
移行エラー（Migration Error）

強制終了

ユーザには管理特権が必要です

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。

終了および非表示
Terminate Protection を有
効または無効にします。
中断（Suspended）

強制終了

ユーザには管理特権が必要です

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。

終了および非表示

一時停止（Suspending）
再開中（Resuming）
停止中（Stopping）

保留中（Pending）
移行保留中（Migrate
Pending）

拡大/縮小（Scaling）

復帰

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です

Terminate Protection を有
効または無効にします。

ユーザには管理特権が必要です

強制終了
終了および非表示

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。

Terminate Protection を有
効または無効にします。

ユーザには管理特権が必要です

承認

ユーザには承認特権が必要です

却下

ユーザには承認特権が必要です

Terminate Protection を有
効または無効にします。

ユーザには管理特権が必要です

一時停止（Suspend）

ユーザには自身の/その他の展開に対する管理特権が必要です
Prevent Termination/terminateProtection を無効（オフ）にする必要があります。

強制終了
終了および非表示

終了（Terminated）
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Terminate Protection を有
効または無効にします。

ユーザには管理特権が必要です

非表示

ユーザには管理特権が必要です
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Terminate Protection
概要
終了の注記
Terminate Protection を有効にする
Termination の許可
既存の導入の終了

概要
CloudCenter には、アプリケーションの導入の進行中にノードが終了しないようにするためのチェックボックスがあります。この機能により、CloudCenter プ
ラットフォームからの不注意による停止を防止し、実稼働導入システムの中断を避けることができます。
Terminate Protection 機能は、N 層のジョブにのみ適用できます。
エージング ポリシーと Prevent Termination 機能の両方を有効にした場合、Prevent Termination 機能の方が優先されます。

終了の注記
次の場合の CloudCenter プラットフォームによる自動終了に注意してください。
CloudCenter プラットフォームは、スケールダウンが実行されると、VM をランダムに終了します。
CloudCenter プラットフォームは、ユーザのクレジットが不足しても、ジョブを停止しません。

Terminate Protection を有効にする
Terminate Protection が有効になっている VM 上で終了ポリシーを実行すると、保護は終了をオーバーライド終了します。
さらに、Prevent Termination は、[アクション（Actions）] ドロップダウン リストから [導入（Deployments）] ページの [終了保護の有効化（Enable Terminate
Protection）] オプションを選択し、[終了保護の有効化（Enable Terminate Protection）] ポップアップで同意の確認をすることによっても実行できます。

Terminate Protection 機能を有効にすると、導入環境の停止、一時停止、または移行は許可されなくなります。ただし、必要な場合には、導入システムを別
の環境にレベル上げすることができます。
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Termination の許可
終了を許可するには、[終了保護の無効化（Disable Terminate Protection）] オプションを選択して、[終了保護の有効化（Enable Terminate Protection）]
ポップアップで同意の確認をします。

既存の導入の終了
[既存の導入の終了（Terminate existing deployment）] オプションを使用して、既存の導入システムを終了することができます。
このオプションは、アプリケーションのレベル上げまたは移行の際に設定できます。追加情報については、「導入システムおよび VM の状態」を参照してくだ
さい。
この機能には次のオプションがあります。
Terminate：導入を終了します。
Hide：ジョブを非表示にします（エラーがあるジョブの場合）。
Terminate and Hide：導入を終了して非表示にします。

仮想マシン（VM）の操作
VM 管理
VM 名の設定
可用性セットおよびゾーン

VM 管理
仮想マシン管理
概要
クラウドの微妙な違い
権限およびアクセス制御
管理型 VM
VM の詳細
VM エラー
非管理型 VM
CloudCenter へのインポート
VM の共有
インポートされた VM
AgentLite のインストール
AgentLite の使用の前提条件
UI からの AgentLite のインストール
手動での AgentLite のインストール
AgentLite 環境変数の設定
AgentLite の管理
AgentLite のアンインストール
Agent のアップグレード
VM アクションの実行
課金
Cisco CloudCenter ユーザ ガイド
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その他の機能
時間帯フィルタ
詳細フィルタ
フィルタの保存
保存済みフィルタの削除

概要
数千の VM をサポートするデータセンターでは、場合によっては複数のクラウドにまたがるサポートが必要になることがあります。CloudCenter プラットフォー
ムは、CloudCenter 4.8.0 で、このようなデータセンター向けの仮想マシン（VM）管理機能を提供します。この機能では、CloudCenter プラットフォームに VM
をインポートして CCM から直接管理できます。
[仮想マシン（Virtual Machines）] タブにより、以前の CloudCenter バージョンで利用できたものの CloudCenter 4.8 では廃止された、2 つの旧
レポート（[管理型 VM インベントリ レポート（Managed VM Inventory Report）] および [非管理型 VM インベントリ レポート（Unmanaged VM
Inventory Report）] が置き 換えられま した。こ れらは CCM UI から どの CloudCenter ユーザでもアク セスできる [ 仮想マシン（Virtual
Machines）] タブにより置き換えられました。
CloudCenter の観点からは、VM には次の表で説明されている 2 つのカテゴリがあります。どちらのカテゴリも、[仮想マシン（Virtual Machines）] という新し
いタブの下で CCM UI に組み込まれています。
カテゴリ
（Category）

説明

カンファレンス
の公開/非公開
（Visibility）

許可されるアクション

管理型 VM

CloudCenter プラットフォームによってすでに管理されている VM が表示されます。このリストには、CloudCenter
が導入した VM およびインポートされた VM が含まれます。

すべてのユーザ

開始
停止
終了
再起動

非管理型 VM

CloudCenter プラットフォームによってまだ管理されていない VM が表示されます。このリストには、CloudCenter
プラットフォームによって検出された VM が含まれています。

管理ユーザ

CloudCenter へ
のインポート
終了

このリストに表示されている VM を管理するには、まず VM を CloudCenter プラットフォームにインポートする必
要があります。

クラウドの微妙な違い
[非管理型（Unmanaged）] リストから VM を [管理型（Managed）] リストにインポートすると、基盤のクラウドに基づいて VM アクションが利用可能になります。
次のクラウドで、追加の VM アクションが利用可能になります。
AWS
OpenStack
VMware
Azure RM

権限およびアクセス制御
管理者権限を持つ CloudCenter ユーザは、[非管理型（Unmanaged）] にリストされている VM を [管理型（Managed）] カテゴリにインポートできます。
インポートされた VM には、デフォルトのアクセス コントロール リスト（ACL）許可はありません。許可は、VM のインポート時点でのインポートしたユーザの招
待に基づいて派生します。CloudCenter プラットフォームに インポートされた VM にログインする許可を持っていても、（Cisco CloudCenter ユーザとして）そ
の VM のエージェントをアップグレードする許可はない場合もあります。

管理型 VM
このリストに表示されている VM には、次の VM が含まれています。

CloudCenter 導入の VM。これにはアプリケーションのロゴ（使用できる場合）と OS のロゴの、2 つのロゴが表示されます。
インポートされた VM。これにはインポートされた VM ア イコンの 1 つのロゴが表示されます。
次のスクリーンショットでは、管理型カテゴリに表示される CloudCenter 導入 VM のフィルタ処理されたリストを示します。
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デフォルトのフィルタ設定に関係なく、次の情報は、[仮想マシン（Virtual Machines）] ページの上部に表示されるサマリーに適用されます。
要約

説明

VM の総数

選択した時間帯の稼働中 VM の合計数。
この数は、選択したフィルタによって異なります。

稼働中 VM

時間制限がない、 導入システム全体で実行中の（課金対象の）VM の合計数。
この数には、エラー/到達不能 ステータスを示す VM も含まれます。

この要約での語「稼働中（Running）VM」は、ステータス ベース フィルタの語「実行中（Running） 」とは異なっています。要約にお
いて稼働中 VM の数を相互に関連付けるには、Running、Starting、および Error（NODE NOT REACHABLE）の各ステータスに
マークを付けます。
クラウド
コスト

VM の実行のコスト

月間コスト
の見積もり

稼働中 VM の見積時間レート（VM のステータスに基づく）

VM の使用
時間

選択した時間帯での、稼働中 VM の使用時間の合計数。
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次の表は、[仮想マシン（Virtual Machines）] タブのさまざまな面を示しています。
アイデンティ
ティ

図と説明

お気に入り
（Favorite）

VM の横にある星形アイコンをクリックすると、VM をお気に入りとしてマークできます。
親導入リンク

導入名がリンクとして表示されます。リンクをクリックすると、親導入に関する詳細が表示されます。
VM の詳細リ
ンク
VM 名がリンクとして表示されます。リンクをクリックすると、導入に関する詳細が表示されます。クラウドに応じて、このリンクで表示される
情報は異なります。
ホスト名：VM の hostName（設定されている場合）。設定されていない場合、nodeId が表示されます。
表示名：AWS VM には、この VM のユーザ設定名が表示されます（設定されている場合）。設定されていない場合、nodeId が表示
されます。
VM ID：他のすべてのケースでは nodeId が表示されます。
状態概要

[仮想マシン（Virtual Machine）] タブに表示される VM の状態概要を示す、色分けされたステータス インジケータ。これは導入のステータ
スは示しません。
表示される状態
エラー（Error）

説明
[VM ステータス（VM status）] で表示されるいくつかのエラーのタイプを示します。追加情報については、下の「 エ

ラーの VM の状態 」の行を参照してください。
Stopping

NodeSuspending 状態の VM を識別します。

停止（Stopped）

NodeSuspended 状態の VM を識別します。

起動中
（Starting）

NodeStarting および NodeResuming 状態の VM を識別します。

実行中
（Running）

NodeStarted、NodeReady、NodeResumed、NodeRebooted、および NodeReachable 状態の VM を識別し
ます。

終端

NodeTerminating 状態の VM を識別します。

終了
（Terminated）

NodeTerminated および NodeCleaned 状態の VM を識別します。

完全なリストと詳細情報については、「導入システムおよび VM の状態」を参照してください。
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エラーの VM
の状態

この情報は、CloudCenter 導入の VM がエラーの状態である場合にのみ示されます。以下のいずれかのタイプのエラーを示し、原因と
訂正のためのツール ヒントに関する追加情報が提供されます。

CloudCenter によって導入されたのではない VM がエラー状態の場合、[エラー/未検出（Error/Not Found）] 状態が表示されます。
AgentLite

AgentLite と呼ばれる軽量のエージェント（agentlite または agent-lite とも表記される）は、CloudCenter にインポートされている VM 上
にインストールできます。このエージェントは、アプリケーションを起動できる必要はないものの、プラットフォーム アクションを実行するなど
のいくつかの基本的な CloudCenter 機能を必要とする VM の、代替オプションです。インストールされている場合、[仮想マシン（Virtual
Machines）] ページと [VM の詳細（VM Details）] ページには、次の図に示すアイコンとバージョンが表示されます。

インポートされた VM 上にこのエージェントをインストールする利点は、この VM で利用可能になるアクション タイプがさらに増えること
です。
このエージェントは管理対象 VM 上にのみインストールできます。CloudCenter プラットフォームにより管理される CloudCenter 導入 VM
またはインポート済み VM は使用できますが、エージェントをインストールすることはできません。
このエージェントは、非管理型 VM 上にはインストールできません。まず VM を [管理型（Managed）] リストにインポートし、それからエー
ジェントをその VM 上にインストールする必要があります。
AgentLite は、アーティファクト リポジトリの使用をサポートしていません。
SSH

クリックして VM に SSH 接続します。追加情報については、「SSH オプション」を参照してください。
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VNC

クリックして VM に VNC 接続します。
イメージから起動される VM には次のものがあります。
VNC がインストールされている：これらの VM にはこのリンクの [VNC] ボタンをクリックして接続できます。
VNC がインストールされていない：これらの VM には VNC を使用して接続することはできず、接続エラーが表示されます。

VM の詳細
[仮想マシン（Virtual Machines）] タブ内の VM のリンクをクリックすると、サーバの [詳細（Details）] ページが表示されます。

[詳細（Details）] タブ（デフォルト）には、VM の完全な詳細が示されます。
[ログ（Logs）] タブには、VM 導入の詳細のリスト全体が示されます。
[履歴（History）] タブには、その VM に対して実行されたすべてのアクション（成功、失敗、発生）の詳細な履歴が示されます。
この VM に対して実行できる [使用可能アクション（Available Actions）]（[アクション（Actions）] パネル内）。追加情報については、「アクション ライブ
ラリ」を参照してください。

VM エラー
VM エラーがあれば、[仮想マシン（Virtual Machines）] ページと VM の [詳細（Details）] ページの上部に表示されます。
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[X] をクリックしてエラーを無視します。
[詳細の表示（View Details）] をクリックしてエラーの理由にアクセスします。
[無視（Dismiss）] をクリックして、ページのリストから削除します。

非管理型 VM
このリストに表示されている VM には、CloudCenter プラットフォームにより検出される VM が含まれます。これらの VM は、CloudCenter の外部で起動/導
入されています。CloudCenter がクラウド ア カウントに接続すると、そのクラウド アカウント内のすべての VM は [非管理型（Unmanaged）] VM リストに表示
されます。
このカテゴリは管理ユーザに対してのみ表示されます。つまり、VM をこのカテゴリから [管理型（Managed）] カテゴリにインポートする管理者およびクラウド
アカウント所有者です。
次のスクリーンショットでは、[非管理型（Unmanaged）] カテゴリに表示されるすべての VM のフィルタ処理されたリストを表示します。

CloudCenter へのインポート
管理者であり、かつクラウド アカウント所有者でもある CloudCenter ユーザは、[非管理型（Unmanaged）] にリストされた VM を [管理型（Managed）] カテ
ゴリにインポートできます。VM をインポートするには、次の条件を満たしている必要があります。
管理者である（管理ユーザのみがクラウド アカウントを作成できます）。
クラウド アカウントの所有者である。

非管理型 VM は次の 2 とおりの方法のいずれかでインポートできます。
個別：VM の横のドロップダウン矢印をクリックして、[CloudCenter にインポート（Import to CloudCenter）] を選択します。
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バッチ：各 VM の横の対応するチェックボックスをクリックすることで、複数の VM を選択できます。次に [アクション（Actions）] メニューから
[CloudCenter にインポート（Import to CloudCenter）] を選択します。ここには選択した VM の数が表示されます。
一括操作を実行するときに、2 つのインスタンスが同じ名前である場合、CloudCenter プラットフォームはこのバルク操作要求
を拒否します。

アクションのタイプに関する追加情報や他の詳細については、「アクション ライブラリ」を参照してください。

VM の共有
インポートされた VM には、デフォルトのアクセス コントロール リスト（ACL）許可はありません。許可は、VM のインポート時点でのインポートしたユーザの招
待に基づいて派生します。

インポートされた VM
CloudCenter プラットフォームに インポートされると、VM はインポート済み VM と見なされ、以下の動作はこの VM に適用されます。
[管理型（Managed）] カテゴリにのみリストされます。
インポートが成功するとすぐに CloudCenter のライセンシングと課金が開始します。
VM アクションに使用可能（追加情報については、「アクション ライブラリ」を参照してください）。
CloudCenter で表示可能ですが、エージェントはインストールされていません。
エージェント イメージのインストールに適格です。
次のスクリーンショットには、[管理型（Managed）] カテゴリに表示されるインポート済み VM のフィルタ処理リストが表示され、インポート済みの VM ア イコン
と、不明 OS のアイコンが示されます。
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[インポート済み VM（Imported VM）] リンクをクリックすると、インポート済み VM についての詳細が表示されます。

AgentLite のインストール
VM が CloudCenter プラットフォームを使用してアプリケーション導入の一部として起動した場合、（VM がエージェントレス ノードとしてインストールされてい
るかまたはユーザが手動でエージェントを停止したのでない限り）Java 管理エージェントが VM 上ですでに実行中ということがあります。そのような VM（Java
管理エージェントが導入の一部としてインストールされている）は、CloudCenter 導入済み VM と呼ばれます。
[アクション（Actions）] ドロップダウン リストの [CloudCenter エージェントのインストール（Install CloudCenter Agent）] アクションは、軽量の AgentLite エー
ジェントにのみ利用可能です。AgentLite のインストールは、アプリケーションを起動できる必要はないものの、プラットフォーム アクションを実行するなどのい
くつかの基本的な CloudCenter 機能を必要とする VM の、代替オプションです。AgentLite エージェントはインポート済み VM にのみインストールできます。
次の画像は、AgentLite がインストールされていないインポート済み VM を示しています。
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AgentLite をインストールすると、エージェント アイコンとバージョンが、[仮想マシン（Virtual Machines）] ページの各インポート済み VM に表示されます。

次のいずれかのオプションでエージェントをインストールします。
最新バージョンのエージェントが VM にすでに インストールされている場合、その VM に対して [CloudCenter エージェントのインストール
（Install CloudCenter Agent）] アクションは実行できません。
UI から：追加情報については、後述の「UI からの AgentLite のインストール」のセクションを参照してください。
手動で：追加情報については、後述の「手動での AgentLite のインストール」のセクションを参照してください。

AgentLite の使用の前提条件
VMware や AzureRM などのクラウドに AgentLite をインストールするには、CloudCenter プラットフォームに以下のユーティリティが必要です。
Linux VM：dmidecode
Windows VM：wmic

UI からの AgentLite のインストール
CloudCenter エージェントのインストール アクションは、軽量エージェントをインストールし、その VM 上でカスタム アクションを有効にします。軽量エージェ
ントをインストールすると、許可されるカスタム アクションのリストが、この VM の [アクション（Actions）] ドロップダウンに表示されます。
要件
CCM UI から CloudCenter エージェントをインストールするには、次の要件を満たす必要があります。
次のクレデンシャルを持っている。
Linux ベースの VM：ルート ユーザの SSH クレデンシャル
Windows ベースの VM：管理者ログイン クレデンシャル
VM への Sudo アクセス
VM は、キーを使用して、Docker インスタンスにアクセスできる必要があります（CCO 上で実行している場合は、CCO 上の
Docker インスタンスにアクセスできる必要があります）。
インポート済み VM 上に軽量エージェントをインストールするには、この手順に従います。
1. インストールするエージェントが必要な VM を特定します。
2. [アクション（Actions）] ドロップダウンから、[CloudCenter エージェントのインストール（Install CloudCenter Agent）] を選択します。
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3. この VM の [CloudCenter エージェントのインストール（Install CloudCenter Agent）] が表示されます。

4. インストールの OS タイプおよび認証のタイプを示します。
a. [OS タイプ（OS Type）]：この VM にインストールされている OS：Linux または Windows
b. 認証タイプ：
i. [SSH キー（SSH Key）]：キーを入力します。
ii. [パスワード（Password）]：パスワードを入力します。
c. ユーザ：インストール タスクの sudo 権限を持つ、root ユーザ（この VM に対する root 権限がある場合）または設定済みユーザ（この例で
は centos）にすることができます。
d. [Install（インストール）] をクリックします。エージェントのインストールが開始し、[仮想マシン（Virtual Machines）] ページの上部にステータス
が表示されます。正常に終了すると、この VM の成功メッセージとエージェント アイコンが表示されます。

5. この VM のノード名をクリックし、[履歴（History）] タブをクリックします。
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6. 設定したカスタム アクションが、プラットフォーム アクションとともに [アクション（Actions）] パネルに表示されていることを確認します（詳細について
は「アクション ライブラリ」を参照してください）。
a. 以前に設定したカスタム アクションがあれば、それらがプラットフォーム アクションとともに [アクション（Actions）] パネルに表示されている
ことを確認します（詳細については「アクション ライブラリ」を参照してください）。
b. 履歴に正しいイベントが反映されていることを確認します。
7. エージェント インストール イベントの [詳細の表示（View Details）] をクリックし、次の図で強調表示されているバンドル ファイルが表示されているこ
とを確認します。

これでインポート済み VM 上にエージェントが正常にインストールされました。

手動での AgentLite のインストール
VM に root または管理者としてログインする手動手順に従ってインポート済み VM に AgentLite をインストールし、VM にログインしてエージェントを手動で
インストールし、軽量バンドルをダウンロードします。
次の状況では手動手順を使用します。
クレデンシャルがない：CloudCenter プラットフォームにインポートされた VM にログ インする許可を持っていても、（Cisco
CloudCenter ユーザとして）その VM のエージェントをアップグレードする許可はない場合もあります。
リモート アクセスがない：VM にインストールされている OS バージョンではリモート ログインが許可されない場合があります。
CCM UI での AgentLite インストール エラー：CCM UI の [CloudCenter エージェントのインストール（Install CloudCenter
Agent）] アクションを使用した、Windows ベースの VM への AgentLite のインストール プロセスが失敗する場合があります。追
加情報については、「アクション ライブラリ」 > 「 障害時の動作」を参照してください。
VM が CloudCenter 4.7 以前のバージョンを実行している：AgentLite は、CloudCenter 4.7 以前のバージョンを実行している VM
では利用できません。
エージェントをダウンロードして VM に手動でインストールするには、次の条件を満たす必要があります。
サポート対象クラウド：Amazon、Azure RM、Openstack、または VMware
サポート対象 OS：Ubuntu 12/14、CentOS 6/7、RHEL 6/7、および Windows 2008/2012

AgentLite バンドルのダウンロード
AgentLite バンドルをインストールするには、まず以下のバンドル ストア ファイルの 1 つをダウンロードする必要があります。パッケージ ファイルをダウン
ロードします。
必要なコンポーネントについて理解するには、「Virtual Appliance Overview」を参照してください。
さまざまなタイプのソフトウェア ダウンロード ファイルについて理解するには、「Phase 4 Overview」を参照してください。
1. VM の起動に使うキー ペアを使用して、このコンポーネントに指定された VM インスタンスに SSH 接続します。
キー ペアとともに、ご使用の環境に応じて、sudo または root アクセスのログイン クレデンシャルを使用することが必要になる場合があ
ります。
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2. このコンポーネントの以下の必須ファイルを software.cisco.com からダウンロードします。
agent-lite-linux-bundle.tar.gz（Linux ベースの VM の場合）
agent-lite-windows-bundle.zip（Windows ベースの VM の場合、RDP アクセスを使用）
ダウンロードしたバンドルの場所は、CCO ウィザードのプロパティで対応する URL を設定するために必要です。

Linux VM での AgentLite のインストール
構文：http://${s3Bucket}/${agentBundlePath}/bundle/agent-lite-linux-bundle.tar.gz
例：http://build-rel.cliqr.com/release-4.8.0-20170501/bundle/agent-lite-linux-bundle.tar.gz
構造：ダウンロードした Linux エージェント バンドルの初期構造は、次のとおりです。

agentlite\
bin\
(scripts and executable…)
config\
(config files...)
プロセス：
Linux VM での AgentLite のインストール
Linux VM 上に AgentLite バンドルをインストールするには、次の手順を実行します。
1. AgentLite バンドルを /usr/local フォルダに抽出します。
/usr/local/agentlite フォルダはエージェントのホーム ディレクトリ $AGENT_HOME です。
2. install コマンドのヘルプ（-h）オプションは、このコマンドに関するヘルプを表示し、このコマンドを実行する複数のオプションを提供します。

$AGENT_HOME/bin/install-h

a. 環境変数の指定：

環境変数の例
Set BROKER_HOST, BROKER_PORT and CLOUD FAMILY env variables and run
install
b. 次のいずれかのオプションを使用します。
コマンド ライン パラメータ：

コマンド ラインの例
./install -bh 192.168.2.4 -bp 5671 -c vmware
#or
./install -bh 192.168.2.4 -bp 5671 -c vmware -S
#or
./install --brokerHost 192.168.2.4 --brokerPort 5671
--cloudFamily vmware
インタラクティブ モード（ユーザには各必須パラメータの入力が求められます）
サイレント モード（-S または --silent）：
サイレント モードを指定しない場合、インストーラにより欠落している値の入力が求められます。
サイレント モードが指定されている場合、すべての必須パラメータが指定されていないと、インストールは異
常終了します。
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./usr/local/agentlite/bin/install -bh 12.1.4.1 -bp 5671
-c vmware -S
#or
./usr/local/agentlite/bin/install -bh 12.1.4.1 -bp 5671
-c vmware --silent
#or
[root@agentlite]# bin/install --silent -bh 10.6.1.1 -c
azurerm
Broker port was not specified.Default port 5671 will be
used.
Configured Agent
Installing Agent as daemon
Agent Service instantiated
Agent home is /usr/local/agentlite
Initiating Agent start sequence ...
Agent PID: 27891
Agent start sequence will complete within 40 seconds...
Agent started
3. install コマンドを実行して、エージェントをインタラクティブ モードでインストールして開始します。

$AGENT_HOME/bin/install

エージェントは、バック グラウンド プロセスとして開始します。次のコマンドを使用して、このプロセスを確認します。

ps aux | grep agent-lite

インストール処理中に CloudCenter プラットフォームは、次のファイルの場所を設定します。エージェ
ント ログ ファイル：$AGENT_HOME/log/agent.log
エージェント バージョン ファイル：$AGENT_HOME/version
Config.json ファイル：$AGENT_HOME/config/config.json
意図的にであっても意図せずにであっても VM が再起動するときには、エージェントは VM が起動するとすぐに自動的
に開始されます。
config.json ファイルは、次のプロパティを記録します。
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config.json ファイルの内容の例
{

}

"AmqpAddress": "%AMQP_HOST%:%AMQP_PORT%",
"AmqpUsername": "cliqr",
"AmqpPassword": "cliqr",
"AmqpVHost": "/cliqr",
"AmqpExchange": "cliqr.gateway.exchange",
"AmqpExchangeType": "direct",
"AmqpRoutingKey": "cliqr.gateway.key",
"AmqpRoutingQueue": "cliqr.gateway.queue",
"CloudFamily": "%CLOUD_FAMILY%",
"NodeId": "%NODE_ID%",
"AgentReleaseVersion": "4.8.0",
"AgentBuildVersion": "1.0.0"

Windows VM での AgentLite のインストール
構文：http://${s3Bucket}/${agentBundlePath}/bundle/agent-lite-windows-bundle.zip
例：http://build-rel.cliqr.com/release-4.8.0-20170501/bundle/agent-lite-windows-bundle.zip
構造：Windows エージェント バンドルの初期構造は、次のとおりです。

agentlite\
bin\
(scripts and executables…)
config\
(config files
…) utils\
(utils..)
前提条件：
RDP に対して Windows インスタンスが有効になっている。
管理者ユーザ用に Windows 上でポート 445 が開かれている。

New-NetFirewallRule -DisplayName "Winxe Test" -Direction Inbound –LocalPort
445 -Protocol TCP
プロセス：Windows インスタンス上で AgentLite をインストールするプロセスは、Windows のバージョンによって異なります。
Windows 2008：方法 1
AgentLite for Windows 2008 をインストールするには、次の手順に従います。
1. Windows で Powershell を開きます。
Cisco CloudCenter では、AgentLite をインストールするときには、Powershell 4.0、Service Pack1 を Windows
2008 サーバと一緒に使用する必要があります。
2. Powershell から *Set-ExecutionPolicy RemoteSigned* を設定します。
3. AgentLite バンドルを C:\opt に抽出します。そうすると C:\opt\agentlite はホーム ディレクトリになります。
4. 次のコマンドを実行して、AgentLite をインストールして起動します。

powershell.exe –ExecutionPolicy Bypass –NoProfile –File
C:\opt\agentlite\bin\install.ps1
5. プロンプトに応じて、RabbitMQ IP と必要なクラウド ファミリを入力します。
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Windows 2008：方法 2
あるいはコマンド ラインを使用して AgentLite for Windows 2008 をインストールするには、次のコマンドを発行します。

.\install.ps1 -brokerHost <I.P> -brokerPort 5671 -cloudFamily <cloudname>
Windows 2012
AgentLite for Windows 2012 をインストールするには、次の手順に従います。
1. AgentLite バンドルを <SystemDrive>:\opt（例：C:\opt）に抽出します。
<SystemDrive>:\opt\agentlite フォルダはエージェントのホーム ディレクトリ $AGENT_HOME です。
2. install.ps1 コマンドのヘルプ（-detailed）オプションは、このコマンドに関するヘルプを表示し、このコマンドを実行する複数の
オプションを提供します。

get-help C:\opt\agentlite\bin\install.ps1 -detailed
a. コマンド ライン パラメータを次のように使用します。

コマンド ラインの例
C:\PS>.\install.ps1 -brokerHost 192.168.2.4 -brokerPort 5671
-cloudFamily vmware

AgentLite をインストールするときのクラウドの微妙な違い
AgentLite のインストール中に cloudFamily 名を入力するときには、次のクラウドの微妙な違いに注意
してください。
ノード
cloudFamily

VM がホストされている 動作の説明
クラウド

VMware
Azure RM

ノードが AWS、
これら 2 つのクラウドのノード ID 取得ロジックは OS コ
OpenStack、Azure、ま マンドを使用し、cloudFamily エラーにはなりません。
たは VMware のどれで
ホストされているかを問
わない

OpenStack
AWS
（Amazon）

それぞれ OpenStack
または AWS
respectively

ノード情報を取得するためにクラウド プロバイダー API
が使用され、これら 2 つのクラウド プロバイダーはノード
が存在しているかどうかを検出します。ノードがこのクラ
ウドに存在していない場合には、エラーを出します。

b. インタラクティブ モードを使用します（ユーザには各必須パラメータの入力が求められます）。
3. install.ps1 コマンドを実行して、エージェントをインタラクティブ モードでインストールして開始します。

powershell.exe –ExecutionPolicy Bypass –NoProfile –File
C:\opt\agentlite\bin\install.ps1
エージェントは、AgentService と呼ばれる Windows サービスとしてのエージェントとして開始されます。これは Windows
サービス マネージャを開き、実行中のサービスのリストを表示して確認できます。

インストール プロセス中には、CloudCenter プラットフォームは、次のファイルの場所を設定します。
エージェント ログ ファイル：$AGENT_HOME/log/agent.log
エージェント バージョン ファイル：$AGENT_HOME/version
Config.json ファイル：$AGENT_HOME/config/config.json
意図的にであっても意図せずにであっても VM が再起動するときには、エージェントは VM が起動するとすぐに
自動的に開始されます。
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config.json ファイルは、次のプロパティを記録します。

config.json ファイルの内容の例
{

}

"AmqpAddress": "%AMQP_HOST%:%AMQP_PORT%",
"AmqpUsername": "cliqr",
"AmqpPassword": "cliqr",
"AmqpVHost": "/cliqr",
"AmqpExchange": "cliqr.gateway.exchange",
"AmqpExchangeType": "direct",
"AmqpRoutingKey": "cliqr.gateway.key",
"AmqpRoutingQueue": "cliqr.gateway.queue",
"CloudFamily": "%CLOUD_FAMILY%",
"NodeId": "%NODE_ID%",
"AgentReleaseVersion": "4.8.0",
"AgentBuildVersion": "1.0.0"

AgentLite 環境変数の設定
環境変数をログ ファイルとコンフィギュレーション ファイルに簡単にアクセスできるように設定できます。
1. 次の環境変数ファイルを備えます。

source /usr/local/agentlite/bin/vars.sh
2. 次の変数を使用して値を設定します。

AGENT_HOME
CONFIG_FILE
LOG_FILE
LOG_LEVEL

:
:
:
:

/usr/local/agentlite
/usr/local/agentlite/config/config.json
/usr/local/agentlite/log/agent.log
DEBUG

AgentLite の管理
AgentLite ファイルおよび機能の管理方法は、使用している OS に固有です。
管理タスク

Linux

Windows

CloudCenter プラット
フォームでの AgentLite
登録

デーモン プログラム agentd として登録。

AgentService というサービスとして登録。

AgentLite の開始

次のいずれかのコマンドを使用します。

サービス マネージャを使用してサービスを
開始します。

/etc/init.d/agentd start
#or
service agentd start
#or
/bin/bash
/usr/local/agentlite/bin/agent-start.sh
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AgentLite の停止

次のいずれかのコマンドを使用します。

サービス マネージャを使用してサービスを
停止します。

/etc/init.d/agentd stop
#or
service agentd stop
#or
/bin/bash
/usr/local/agentlite/bin/agent-stop.sh
AgentLite の再起動

次のいずれかのコマンドを使用します。

サービス マネージャを使用してサービスを
再起動します。

/etc/init.d/agentd restart
#or
service agentd restart
構成の変更

構成を変更するには、次の手順を実行します。
1. /usr/local/agentlite/config/config.json を
必要に応じて変更します。
2. agentd サービスを再起動します。

構成を変更するには、次の手順を実行し
ます。
1. C:\opt\agentlite\config\con
fig.json を必要に応じて変更します。
2. サービス マネージャを使用して
AgentService を停止および開始し
ます。

AgentLite のアンインストール
エージェントをアンインストールするとしても、削除されるのは Linux サーバからはエージェント デーモン、Windows サーバからはエージェント サービスのみ
です。フォルダまたはディレクトリは削除されません。
VM 上で既存の AgentLite インスタンスをアンインストールして新しい AgentLite バージョンをインストールするには、次の手順に従います。
1. 次の OS 固有のコマンドを使用して AgentLite ファイルをアンインストールします。

Linux
/usr/local/agentlite/bin/uninstall.sh

Windows
powershell.exe –ExecutionPolicy Bypass –NoProfile –File
C:\opt\agentlite\bin\uninstall.ps1
2. AgentLite ホーム フォルダ/ディレクトリを削除します。

例：

Linux: rm -rf /usr/local/agentlite
Windows: rm -r C:\opt\agentlite
3. 上記のセクションに示されているオプションの 1 つを使用して AgentLite をインストールします（UI の [アクション（Actions）] ドロップダウンまたは手
動で）。
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Agent のアップグレード
エージェントがすでにインストールされており、VM が CloudCenter 4.5 以降のバージョンを使用している場合には、CloudCenter VM でエー
ジェントのアップグレードのみを実行できます。
CloudCenter コンポーネントの 1 つが特定バージョンの CloudCenter ソフトウェアの使用している場合、他のすべての CloudCenter コ
ンポーネントに同じバージョンを使用する必要があります。
最新バージョンのエージェントが VM にすでに インストールされている場合、その VM に対して [CloudCenter エージェントのアップグレード
（Upgrade CloudCenter Agent）] アクションは実行できません。
以前の CloudCenter リリースでは、VM 上のエージェントをアップグレードする方法はありませんでした。CloudCenter 4.8.0 からは、UI または API からエー
ジェントをアップグレードできるようになりました。
CloudCenter VM 上のエージェントをアップグレードするには、この手順に従います。
1. エージェントがインストールされる必要がある VM を特定し、その VM の詳細ページまたはリスト ページにアクセスします。次の図は、CloudCenter
4.7.2 がインストールされている VM を示しています。

2. [アクション（Actions）] パネルで、[CloudCenter エージェントのアップグレード（Upgrade CloudCenter Agent）] を選択します。その VM の [エージェ
ントのアップグレード（Upgrade Agent）] ページが表示されます。

3. [はい（Yes）] をクリックします。アップグレード プロセスが、次のステータス画像で表示されるように開始されます。

アップグレードが正常に完了しない場合、エージェントは直前の CloudCenter バージョンに戻り、[履歴（History）] タブにその障害の理由を示します。
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4. アップグレードすると、ステータス画像にはアップグレードのステータスが反映されます。バージョン情報に、アップグレードされた詳細が表示されるこ
とを確認します。

[履歴（History）] タブに詳細を表示するときに、次の図に強調表示されている情報が、CloudCenter 4.8 にアップグレードされ
るエージェントに対して表示されることに注意してください。

VM アクションの実行
[詳細（Details）] ページまたは [仮想マシン（Virtual Machines）] リスト ページから、VM の開始、停止、および再起動などの VM 操作を実行できます。管理者
は、CloudCenter の VM を管理し、[仮想マシン（Virtual Machines）] リスト ページまたは VM の [詳細（Details）] ページからいくつかのアクションを実行でき
ます。追加情報については、「アクション ライブラリ」を参照してください。
終了保護機能を有効にすると、対応する VM では停止または再起動アクションは実行できなくなります。これらの操作は、N 層のジョブ、VM、および導入シ
ステムが実行中状態の場合にのみ許可されます。追加情報については、「導入システムおよび VM の状態」を参照してください。

課金
新しい課金プロセスでは、インポート済み VM の実行時間と利用コストが計算されます。このプロセスは、既存の課金プロセスに似ており、1 時間に 1 回実
行されます。追加情報については、「CloudCenter Cost and Fees」を参照してください。
CloudCenter のコストは、導入システムの総コストだけでなく、各子ジョブでも発生します。
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その他の機能
お気に入りのフィルタ処理：導入システムを星印アイコンをクリックしてお気に入りとしてマークするときはいつでも（「Deployments」 > 「Favorite
Deployments」を参照）、お気に入り導入システムのフィルタ処理されたリストも表示できます。

文字列の検索：次のリソースを示す文字列に基づいて、検索アイコン（追加情報については「UI Behavior を参照）フィールドに文字列を指定します。
高レベル ステータス（status）
パブリック IP アドレス（publicIpAddr）
プライベート IP アドレス（privateIpAddr）
ノード名（nodeId）
ホスト名（hostName）
クラウド ファミリ（cloudFamily）
リージョン名（regionName）
クラウド アカウント名（cloudAccountName）
クラウド グループ名（cloudGroupName）
親導入名（name）
VM 名（displayName）
時間帯フィルタリング
[仮想マシン（Virtual Machines）] タブの右上隅に表示される時間帯フィルタリング オプションにより、VM の実行時間（デフォルト）に基づいて
VM をフィルタ処理できます。

時間帯フィルタ

時間帯フィルタ オプションは一部のページでのみ使用可能です（[使用サマリー レポート（Usage Summary Report）] または [VM 管理（VM
Management）] ページなど）。使用可能な場合は、フィルタ オプションが右上隅に表示されます。
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次の表に、使用可能な時間帯フィルタ オプションを示します。
時間帯フィ
ルタ

説明

注記（Notes）

MTD

過去 1 ヵ月間

現在の月

YTD

過去 1 年間

現在の西暦

30D
（デフォルト）

30 日間

今日までの 30 日間
30 日間の要求に応じて表示されるデータは、過去 30 日間ではなく、その月の 1 日からの
データのみが表示されます。この問題を回避するには、日付の [範囲（Range）] オプションを
使用して、必要な期間の開始日と終了日を入力します。

60D

60 日間

今日までの 60 日間

90D

90 日間

今日までの 90 日間

範囲

選択した月と年
API を使用する場合は、startDate および endDate 属性に基づいて、その期間のレポートを表示するた
によって指定され めに使用できる唯一のオプションです。
るカスタム範囲

詳細フィルタ
[フィルタの非表示/フィルタの表示（Hide Filter/Show Filter）] オプションにより、高度なフィルタリング オプションを非表示にしたり展開したりでき
ます。CloudCenter レポートの場合と同様、カスタム フィルタは保存できます。

[詳細フィルタ（Advanced Filters）]
この高度なフィルタリング オプションは、後からすばやくアクセスできるように、フィルタされたリストへのショートカットを直接追加するために役立
ちます。この機能は一部のページで使用可能です（[VM 履歴レポートの実行（Running VM History Report）] または [VM 管理（VM
Management）] ページなど）。次の画像では、いくつかの使用可能なフィルタを示しています。
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フィルタの保存
フィルタを保存することで、後からすばやくアクセスできるように、カスタム フィルタ リストへのショートカットを直接追加することになります。
カスタム フィルタを保存するには、次の手順に従います。
1. [フィルタ（Filters）] ペインまたはフィルタ選択カラム（あるいはその両方）で必要なフィルタを選択します。
2. [保存（Save）] をクリックします（[フィルタ（Filters）] ペ インの右上にある）。
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[フィルタの保存（Save Filter）] ポップアップが表示されます。
3. このフィルタの名前を入力し、[保存（Save）] をクリックします。

4. フィルタが保存され、ページにステータス メッセージが表示されます。

5. 保存済みフィルタをドロップダウン リストからアクセスおよび表示できます。

保存済みフィルタの削除
保存済みフィルタのライブ リンクの横にあるごみ箱アイコンをクリックすることで、保存済みフィルタを削除できます。
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保存されたフィルタを削除してステータス メッセージを [アプリケーション導入レポート（Application Deployments Report）] ページに表示する
前に、[保存されたフィルタの削除（Delete Saved Filters）] ポップアップで削除してよいかが確認されます。

VM 名の設定
VM（ノード）名前設定
インスタンスの命名方法
[ノード名設定（Node Name Config）] フィールドでの事前定義マクロの要件
インスタンス IPAM 方法
VMware のカスタマイズ仕様

インスタンスの命名方法
クラウド リージョンのコールアウトまたは属性に変更を加えると、変更を有効にするために CCO を再起動する必要があります。
クラウド リージョンのマクロ置換に変更を加える場合、変更を有効にするために CCO を CCM に再登録する必要があります。
インスタンスの命名方法を設定し、次のいずれかのオプションを使用して一部のクラウドに対して標準方法を使用するコールアウトを示すことができます。
オプション

説明

サポート対象の
クラウド

デフォルト

シスコによって提供されるデフォルト値。プレフィックス cqjw- が付けられた事前定義トークン。

VMware
AWS
OpenStack
Azure RM
Alibaba

CliQr マクロの
置換

[ノード名の設定（Node Name Config）] フィールドに指定されたマクロは、インスタンス名として設定されます。この
方法を選択する場合、[ノード名の設定（Node Name Config）] フィールドも、このマクロを使用して VM（ノード）の名
前を変更するように設定する必要があります。マクロは指定する前にまず定義する必要があります。

VMware
AWS
OpenStack
Azure RM
Alibaba

ノード名設定マクロを有効にするため、CCO を再起動する必要があります。

[ノード名設定（Node Name Config）] フィールドでの事前定義マクロの要件
ホスト名コール
アウト

ホスト名コールアウトのサポートは、特定のクラウドで利用できます。これらのサポートされるクラウドを対象に同じの
スクリプトを使用できるように、CCO で定義されているコールアウト。詳細については、「Callout Scripts」を参照して
ください。
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[ノード名設定（Node Name Config）] フィールドでの事前定義マクロの要件
正常にジョブを送信するために、VM 名は、次の要件を満たしている必要があります。
次の文字のみを含めます。
a ～ z（小文字のみ）
0 から 9 まで
-（ハイフン）
先頭は英字
-（ハイフン）を最後の文字にすることはできません。
マクロの置換に使用できる事前定義マクロは、次の表にリストするとおりです。
[名前（Name）]

値

%os1%

OS タイプ文字列の最初の文字、小文字

%os2%

OS タイプ文字列の最初の 2 文字、小文字

%OS1%

OS タイプ文字列の最初の文字、大文字

%OS2%

OS タイプ文字列の最初の 2 文字、大文字

%RND<number>% 固定長のランダムな文字列。たとえば、%RND10% は長さが 10 文字のランダムな文字列
これは必須フィールドです。%RND6% ～ %RND11% の範囲内の値、または %RND%（デフォルトは %RND6%）のみ
を指定できます。
%UID%

ユーザ ID（User ID）

%VID%

ベンダー ID

%VM_PREFIX%

VM 名のプレフィックスは、アプリケーション プロファイルのグローバル パラメータとして追加する必要があります
ユーザがカスタマイズ可能な値を持つマクロのみ

インスタンス IPAM 方法
クラウド リージョンのコールアウトまたは属性に変更を加えると、変更を有効にするために CCO を再起動する必要があります。
管理者は次の 2 つのオプションのいずれかを使用して、VMware、AWS、および OpenStack の各クラウドのクラウド リージョン レベルで IPAM コールアウト
を設定できます。
オプション

説明

No IPAM

このインスタンスは、IPAM コールアウトを使用しません。

IPAM Callout

このオプションを選択した場合は、
IPAM コールアウトが CCO で設定されていることを確認する必要があります（追加情報については、「Callout Scripts」または
「InfoBlox」を参照）。
VM は、IPAM コールアウトによって設定されているとおり、IP を使用して起動されます。

VMware のカスタマイズ仕様
VMware の OS カスタマイズ仕様機能によって、vSphere（VMware コンソール）でネットワーク設定を構成できます。CloudCenter プラットフォームでは、
IPAM コールアウト スクリプト内でカスタマイズ仕様の名前（すでに VMware vShpere コンソールで作成されている場合）を指定できます。この仕様を指定す
るには、[IPAM 方法（IPAM Strategy）] フィールドで [IPAM コールアウト（IPAM Callout）] を選択します。
VMware IPAM 方法を IPAM コールアウトとして設定する場合は、複数のオプションがあります。
それを使用して、前出の表の [IPAM コールアウト（IPAM Callout）] を指定できます。CloudCenter プラットフォームは、静的 IP 設定または動的 IP
設定を完了します。
コールアウト スクリプトで、カスタマイズ仕様の名前 を指定します。
CloudCenter プラットフォームは、custSpec キーの値を検出した場合には、その他のすべての設定を無視します。
コールアウト スクリプトで カスタマイズ仕様の名前 を指定するには、必ず、IPAM コールアウト スクリプトに次のキー値ペアを含めます。
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custSpec=CustSpec101

custSpec=<name of the os customization spec>
# This value must already be present on VMware vShpere.
# This value must already be accessible to the CloudCenter administrator.
IPAM コールアウト スクリプトの詳細については、「Callout Scripts」を参照してください。

可用性セットおよびゾーン
可用性セットおよびゾーン
用語
アプリケーション層のクラスタ化された VM
設定の詳細

用語
可用性ゾーンは、リソースの論理的なグループ化を表す一般的なクラウドの概念です。各クラウドは、1 つ以上の可用性ゾーンを持つことができま
す。

可用性セットは、可用性ゾーンのグループまたはリストを表す CloudCenter 固有の概念です。
クラウドの微妙な違い
CCM UI または CloudCenter REST APIS を使用して可用性セットを設定するときは、次の微妙な違いに注意してください。
サポート対象
のクラウド

クラウド リファレンス

CloudCenter の概念

Azure

可用性セットの概念
（可用性ゾーンを含まない）

CloudCenter プラットフォームはこの入力を、Azure の可用性セットの概念を有効また
は無効にするブール値として提供します。

AWS

可用性ゾーンの概念
（可用性設定を含む）

CloudCenter プラットフォームは、この入力を [VPC NIC(s)] フィールドを介して提供し
ます。

OpenStack

可用性ゾーンの概念
（可用性設定を含む）

CloudCenter プラットフォームは、この入力を [可用性ゾーン（Availability Zone(s)）]
フィールドを介して提供します。

Google

可用性ゾーンの概念
（開始ゾーンを含む）

CloudCenter プラットフォームは、この入力を [開始ゾーン（Launch Zone）] フィールド
を介して提供します。

この機能は現在、上記の 3 つのクラウド向けにサポートされてい
ます

アプリケーション層のクラスタ化された VM
アプリケーション層が（複数の VM がある）クラスタ環境内にある場合、クラスタ内のすべての VM は、同じ可用性ゾーン内での起動が必要になることがあり
ます。可用性セットとは、可用性ゾーンのグループまたはリストのことであり、クラスタ VM を、指定されたゾーン間でラウンドロビン実装を使用して均等に分
散させることができます。結果として、スケールアップまたはスケールダウンの操作中でも、VM はゾーン間でのスケーリングを続行します。この機能は、アプ
リケーション内の各層に固有です。
たとえば、層が 3 つの VM（最小数）で成るクラスタであり、可用性セットが zone1 および zone2 ある場合、ジョブが起動するときには、最初のノードは
zone1 で起動し、2 番目のノードは zone2 で起動し、3 番目のノードは再度 zone1 で起動します。ジョブ展開が成功した後に、層をスケールアップすると、新
しいノードは zone2 で起動します。

設定の詳細
この項では、UI を使用して設定する場合の関連イメージを示しています。
サポート対象の各クラウドの導入については、「導入環境」 > 「導入環境の追加」 > 「クラウドとネットワークの設定」の項を参照してください。
サポート対象の各クラウドに対するデフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」 > 「デフォルト設定の構成」 > 「クラウドとネットワークの
設定」のセクションを参照してください。
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クラウド固有の設定の詳細については、次の項を参照してください。
UI イメージ

クラウド

cloudProperties を設定するときの API 詳細

OpenStack

「OpenStack の設定」 > 「可用性ゾーンおよびセット」を参照して
ください。

AWS

「AWS の構成」 > 「可用性ゾーンおよびセット」を参照してくだ
さい。

Azure

「Azure の設定」 > 「可用性ゾーンおよびセット」を参照してくだ
さい。

Google

「Google クラウドの設定」 > 「 ゾーンの開始」を参照してください。

企業マーケットプレイス
概要
マーケットプレ イスから [アプリケーション（Applications）] ページへのインポート
ローカル システムにエクスポート
ローカル システムからマーケットプレイスへのインポート
マーケットプレ イスへのパブリッシュ

概要
Enteprise Marketplace は、CloudCenter プラットフォームを使用してユーザ（またはテナント内の他のユーザ）が事前に作成したアプリケーションまたはアプ
リケーション プロファイルを、インポート、エクスポート、またはパブリッシュする場所です。
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権限が付与されているすべての CloudCenter ユーザ（「Permission Control」を参照）は、次の 2 つの [マーケットプレ イス（Marketplace）] セクションの 1 つ
からアプリケーションを導入できます。

MyCompany Private Marketplace）：企業またはテナントがパブリッシュし、企業、テナント、またはその両方に対してのみ表示されるようにするアプ
リケーションを組み込みます。
Public Marketplace：すべての CloudCenter ユーザに表示される約 100 のアプリケーションが含まれます（定期的に更新されます）。Public
Marketplace にリストされているアプリケーションは、JSON 形式で保存され、データは含まれません。

マーケットプレイスから [アプリケーション（Applications）] ページへのインポート
CloudCenter ユーザは、アプリケーションを Private Marketplace または Public Marketplace から [アプリケーション（Applications）] ページにインポートで
きます。
Marketplace からアプリケーションをインポートするには、次のプロセスに従います。
1. [CCM UI] > [マーケットプレイス（Marketplace）] > [アプリケーション（Application）] ドロップダウン リスト > [インポート（Import）] の順にアクセスします。
または
[アプリケーション プロファイル（Applications Profiles）] ページから、[CCM UI] > [アプリケーション（Applications）] > [インポート（Import）] > [マー
ケットプレイス（Marketplace）] > [アプリケーション（Application）] ドロップダウン リスト > [インポート（Import）] の順にアクセスします。
2. Public または Private Marketplace からアプリケーションを選択します。
a. 定義済みのアプリケーションを使用するには、アプリケーション ドロップダウン リストから [詳細（More info）] をクリックします。
b. このアプリケーションのコスト、料金、および他の詳細をご確認ください。インポートを続行するには、[インポート（Import）] ボタンをクリックし
ます。
c. このパブリッシュされたアプリケーションのアプリケーション設定は、[アプリケーション（Application）] ページに保存されたアプリケーション
リストにインポートされます。

ローカル システムにエクスポート
Marketplace または [アプリケーション（Applications）] ページにあるアプリケーションのコピーは、ローカル ダウンロード フォルダにエクスポートできます。
エクスポートされたアプリケーションには、JSON 形式のアプリケーション定義だけが含まれることに注意してください。
関連するスクリプトは個別にエクスポートする必要があります。
アプリケーションをエクスポートすると、システムは次の表記法を使用してパッケージを保存します。
ユーザとして作業しているのであれば、このファイルは apps.zip または apps(n).zip と名付けられます。
Marketplace 管理者として処理しているのであれば、このファイルは published-apps.zip または published-apps(n).zip と名付けられます。

n は、ダウンロード場所に存在するエクスポート ファイルの数を示します。
Marketplace 管理者として作業しており、Marketplace からアプリケーションをエクスポートする必要がある場合は、次のプロセスに従います。
1. [CCM UI] > [マーケットプレイス（Marketplace）] > [アプリケーション（Application）] ドロップダウン リスト > [エクスポート（Export）] の順にアクセス
します。
または
エクスポートする各パッケージについて [CCM UI] > [アプリケーション（Applications）] > [エクスポート（Export）] チェックボックスをオンにします（ま
たは [すべて選択（Select All）] チェックボックスをオンにします）。
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2. [保存（Save）] をクリックして、エクスポートしたファイルをローカル システムに保存します。
エクスポートされたパッケージは、別のテナントからインポートできます。

ローカル システムからマーケットプレイスへのインポート
管理者は、CloudCenter の別のインスタンスまたは他のテナントからエクスポートされたアプリケーション ファイルを、自身の権限レベルに応じて
Marketplace にインポートできます（「Permission Control」を参照）。
インポートされたアプリケーションにはアプリケーション定義だけが含まれることに注意してください。
CloudCenter インスタンス内にすでに存在しているのでない限り、関連するスクリプトを個別にインポートする必要があります。

マーケットプレイスへのパブリッシュ
CloudCenter によりユーザはアプリケーションを Marketplace にパブリッシュできます。アプリケーションは、次に対してパブリッシュできます。
Private Marketplace：テナント管理者とユーザは、テナント内のユーザだけがアプリケーションを表示したりインポートしたりできる、Private
Marketplace にパブリッシュできます。
Public Marketplace：管理者は、ルート（または親）テナントの Public Marketplace にアプリケーションをパブリッシュできます。その後、パブリッ
シュされたアプリケーションは、ルート テナントのすべてのユーザとサブテナントが表示およびインポートできます。
デフォルトでは、テナントは Public Marketplace にパブリッシュできません。
Public Marketplace へのパブリッシュ機能は、テナントごとに有効にする必要があります。テナントに対して有効にすると、必要な権限を持
つユーザ（「Permission Control」を参照）は、Public（または Private）Marketplace にパブリッシュできます。
テナントが Marketplace にパブリッシュできるようにするには、該当するテナントの vendor.properties ファイルを変更する必要があります。
1. VM の起動に使うキー ペアを使用して、CCM に指定された VM インスタンスに SSH 接続します。
2. テナントに移動します。次の例では、テナント 15 用の vendor.properties ファイルを変更します。

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/vendor/15/vendor.properties
3. publishTpPublic=true の設定が以下のとおりであることを確認します。

enable.appstore.publishToPublic=true
4. ファイルを保存します。
5. Tomcat サービスを再起動します。

/etc/init.d/tomcat restart

ベンチマーク アプリケーション
概要
ベンチマーク プロセス
ロード ジェネレータ
Storage as a Service（SaaS）

概要
ベンチマーク機能は、アプリケーション プロファイルを、複数のクラウド プロバイダーまたはクラウド リージョンにまたがって単一のクラウド プロバイダーから
アクティブに導入し、顧客がコストとパフォーマンスを最適化するために役立つレポートを作成します。
クラウドでは、価格とパフォーマンスには密接な関係があります。一方を知っていても他方を知らないのであれば、特有のトレードオフと変化し続けるクラウド
のランドスケープを考えると、ほとんど意味がありません。

ベンチマーク プロセス
CloudCenter プラットフォームは、各アプリケーションの価格、パフォーマンス、および価格パフォーマンス指標についてのベンチマーク タスクを、すべてのク
ラウド、インスタンス タイプ、またはプロバイダーを対象に自動的に実行するため、移行前にターゲットを選択できます。
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ベンチマーク スケジュール タスクにより、スケジュールされた時間にアプリケーションに対してベンチマークを実行できます。追加情報については、「アプリ
ケーション タスク」 > 「ベンチマークのスケジュール」を参照してください。
クラウドの微妙な違い：VMware と OpenStack
VMware または OpenStack クラウド上にあるレガシー アプリケーションのベンチマークを実行する場合には、データが読み込まれるまで待つ必要があ
ります。データが読み込まれる前に情報を入力すると、[送信（Submit）] ボタンは無効になります。

ロード ジェネレータ
Web アプリケーションにベンチマークを実行すると、ベンチマーク ロードを生成するためのロード ジェネレータ層がさらに表示されます。
このロード ジェネレータ層のインスタンス タイプをロードするには、イメージ マッピングを CentOS 6.x イメージに対して追加します。

Web アプリケーションのベンチマーク オプションを選択すると、選択可能なインスタンス タイプの組み合わせと他のベンチマーク設定が表示されます。このア
プリケーションに設定される層に加え、「ロード ジェネレータ」の項も参照してください。この層に対して、他のアプリケーション層と同様に、インスタンス タイプ
や他の設定を選択します。

Storage as a Service（SaaS）
アプリケーションのベンチマークを実行したり、ジョブベースのアプリケーションを実行したりする場合には、出力ファイルを書き出すために Storage as a
Service を使用できます。

ベア メタル ハードウェア サーバのプロビジョニング
概要
概念
制限事項
UI 設定
参考資料

概要
SoftLayer クラウドへの CloudCenter アプリケーション導入の一部として、ベア メタル ハードウェア サーバを作成してプロビジョニングできます。

概念
用語集

説明

ベア メタル サーバ

ソフトウェアがインストールされていないハードウェア サーバ。

ハードウェア サーバ

UI およびクラウド プロバイダーのコンテキストで、ベア メタル サーバの代わりに使用される用語。

ベア メタル プロビ
ジョニング（BMP）

アプリケーション導入の一部として、ハードウェア サーバの形式でのノードまたはアプリケーション VM の作成。ノード作成、OS イ
ンストール、およびサービス インストールは、プロビジョニング プロセスの一部です。
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制限事項
CloudCenter には、ベア メタル サーバをサポートする場合に、次の制限事項があります。
IBM SoftLayer のパブリック クラウドで使用可能です。
CloudCenter は、同じアプリケーション内での VM とハードウェアを組み合わせた導入を許可しません。
[ハードウェア サーバのプロビジョニング（Provision Hardware Server）] チェックボックスがオン（有効）になっている場合は、ストレージ追加機構を
追加できません。
CloudCenter アプリケーションのいずれかのアプリケーション層で [ハードウェア サーバのプロビジョニング（Provision Hardware Server）] チェック
ボックスがオンになっていると、（すべての層で）導入の一部として作成されたすべてのアプリケーション VM は、ベア メタル サーバになります。

アプリケーション用にベア メタル サーバをプロビジョニングするには、[ハードウェア サーバのプロビジョニング（Provision Hardware Server）] チェッ
クボックスをオンにする必要があります。オンにすると、次の条件が適用されます。
導入環境用に Softlayer クラウドを選択する必要があります。
Softlayer クラウドを選択すると、[ハードウェア サーバのプロビジョニング（Provision Hardware Server）] のトグル スイッチはデフォルトで
[ON] に切り替わります。
この導入環境の各層は、この設定に適したインスタンス タイプを自動的にフィルタリングします。
次の図は、これら 3 つの条件設定を強調表示しています。
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リモート管理コマンド（reboot soft/hard や powerOn/Off など）は、サーバ障害を回避するために、最後に再起動が正常に実行されてから 20 分
が経過するまでは実行できません。これは SoftLayer の制限事項です。

UI 設定
ベア メタル サーバをプロビジョニングするために、[トポロジ モデラー（Topology Modeler）] サービス タブには次の 2 つの設定セクションがあります。
ハードウェア仕様（Hardware Specification）：アプリケーション層またはアプリケーションの [ハードウェア サーバのプロビジョニング（Provision
Hardware Server）] チェックボックスをオンにします。次の例では、Tomcat 層で、このオプションが n-tier app_test アプリケーション プロファイルに
対して有効になっていることが示されています。
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全般設定（General Settings）：追加されたサービスの [基本イメージ（Base Image）] を選択します。次の例では、AppCluster アプリケーションで、
[基本イメージ（Base Image）] フィールドに [Bare Metal Ubuntu 12.04] が選択されているところが示されています。

インスタンス タイプ（Instance Type）：[ハードウェア プロビジョニング サポート（Hardware Provision Support）] チェックボックス（[管理（Admin）] >
[クラウド（Clouds）] > [リージョンの設定（Configure Region）] > [インスタンス タイプの追加/編集（Add/Edit Instance Type）]）をオンにして、[インス
タンス タイプの追加/編集（Add/Edit Instance Type）] ポップアップでインスタンス タイプのハードウェア プロビジョニングを有効にします（チェックを
オフにすると無効になります）。インスタンス タイプで [ハードウェア プロビジョニングのサポート（Support Hardware Provisioning）] をオンにする場
合は、クラウド プロバイダーがこの機能をサポートしていることを確認してください。

参考資料
Create Cloud Image Mapping
Create Cloud Instance Type
Sync Cloud Instance Types
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持続的なパフォーマンスのためのベスト プラクティス
概要
クロステナント通信
自動エージング ポリシー
イメージまたはサービス?
モニタ サービス
禁止されている操作
セキュリティ グループは変更しないでください
イメージ マッピングは変更しないでください
対処方法

概要
このセクションでは、CloudCenter を使用してアプリケーションをモデリングし、導入環境を設定し、アプリケーションを導入し、正常な連続パフォーマンスを確
認するユーザに対するヒントを記載しています。

クロステナント通信
テナントの設定は、グループの作成とは異なります。
さまざまな事業部門や部門の組織向けに、複数のテナントを作成する場合は、テナントが、相互にコラボレーションしない独立したユニットであることに注意し
てください。テナント管理者が制御できるのは、管理している各テナントを持つユーザだけです。2 つの部門間のコラボレーションを促進して実現するには、各
部門をグループとしてセットアップします。
たとえば、DevOps グループにテナントを作成し、Test グループに別のテナントを作成すると、それらは相互にコラボレーションすることはできません。そうす
るのではなく、DevOps をグループとしてセットアップし、Test を別のグループとして同じ テナント内にセットアップします。

自動エージング ポリシー
クラウドのコストを追跡するには、開発ユーザ用に自動エージング ポリシーを有効にして、クラウドの使用を制御できるようにします。追加情報については、
「System Tags」を参照してください。

イメージまたはサービス?
カスタム イメージと、カスタム サービスの定義をそれぞれいつ使用するかを説明します。
用途

利点

欠点

イメージ管理

イメージは、OS イメージに基づいているため、
メンテナンスが容易です。
イメージには、マルチサービスのスナップショッ
トやバンドルなどが含まれる場合があります。
各サービスとスクリプトの詳細な知識は必要と
されません。

イメージは、クラウドに関連付けられています。

サービス管理

サービス スクリプトは、1 つのサービスのみの
専用になります。
サービスは移植可能であり、任意のクラウド上
で実行できます。

サービスには、インストール スクリプトがなく、呼び出されない可能性があ
ります。
サービスは、スクリプト ベースのインストールではなく、UI ベースのインス
トールである可能性があります。
サービス内の各サービスおよびスクリプトの詳しい知識が必要です。

モニタ サービス
モニタ サービスは、ダッシュボードに表示されるクラウドのステータスに関する情報をモニタしてレポートします。

禁止されている操作
セキュリティ グループは変更しないでください
実行中の展開のセキュリティ グループは変更しないでください。
この変更を行うと、その後は CloudCenter のさまざまなコンポーネント間の通信を必要とするすべてのジョブが失敗します。
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セキュリティ グループの設定を変更する必要がある場合は、CloudCenter サポート チームがこのプロセスを支援できるように、サポート チケットをユース
ケースの詳細情報とともに提出してください。

イメージ マッピングは変更しないでください
実行中の展開ではイメージ マッピングを変更しないでください。
この変更を行うと、その後は CloudCenter のマップされたコンポーネント間の通信を必要とするすべてのジョブが失敗します。
アプリケーション VM のイメージ マッピングを変更する必要がある場合は、CloudCenter サポート チームがこのプロセスを支援できるように、サポート チケッ
トをユース ケースの詳細情報とともに提出してください。

対処方法
実行中の展開に対して行ったすべての変更の手順を文書化してください。
サポート チケットを提出したら、サポート チケット チェックリストに示されている手順に従います。

クラウド固有の設定
クラウド固有の参照
AWS の設定
Azure の設定
OpenStack の設定
VMware の構成
Google クラウドの設定
クラウド ネットワークの設定

クラウド固有の参照
クラウド固有の参照
クラウドの微妙な違い
Alibaba
AWS
Cisco UCSD
DimensionData
Google クラウド
IBM SoftLayer
Microsoft Azure
OpenStack
VMware

クラウドの微妙な違い
可用性セットおよびゾーン
cloudFamiliesId
イメージ ID の設定
Create Cloud Region
IP 割り当てモード
View Cloud Families
View Usage Details Report

Alibaba
Alibaba ネットワークの設定
クラウド ネットワークの設定
Configure an Alibaba Cloud
Configure Cloud(s)
導入環境のデフォルト
環境
Public Clouds
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AWS
アクションライブラリ
可用性セットおよびゾーン
AWS の設定
AWS ネットワークの設定
ベース OS イメージ
Callout Scripts
CCO
クラウド ネットワークの設定
CloudAccountsActionEnum
cloudFamiliesId
CloudHSM
Configure an AWS Cloud
Configure Cloud Storage
Configure Cloud(s)
イメージ ID の設定
Custom Service Definition
導入環境のデフォルト
動的ブートストラップのサポート
環境
Extensions
Firewall Rules Overview
HA for PostgreSQL DB on AWS
HA Mode Backup and Recovery
IAM 役割
Image Launch Permissions
43 related results

Cisco UCSD
Configure Cloud(s)
Datacenters and Private Clouds
権限コントロール

DimensionData
ベース OS イメージ
Public Clouds
インスタンス タイプの管理

Google クラウド
可用性セットおよびゾーン
ベース OS イメージ
CCO
クラウド ネットワークの設定
cloudFamiliesId
Configure Cloud Storage
Configure Cloud(s)
Configure Google Cloud
イメージ ID の設定
導入環境のデフォルト
Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

162

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

動的ブートストラップのサポート
環境
HA Mode Backup and Recovery
IP 割り当てモード
インスタンス タイプの管理
propertyType
Public Clouds
VM 名の設定

IBM SoftLayer
ベア メタル サーバのプロビジョニング
Configure a SoftLayer Cloud
CCO
ベース OS イメージ
動的ブートストラップのサポート
Public Clouds
HA Mode Backup and Recovery
インスタンス タイプの管理
Configure Cloud(s)
Sync Cloud Region Image Mappings
Sync Cloud Instance Types
View Cloud Families
cloudFamiliesId

Microsoft Azure
可用性セットおよびゾーン
Azure の設定
Azure ネットワークの設定
Azure NIC
AzureRM ネットワークの設定
ベース OS イメージ
Callout Scripts
CCO
クラウド ネットワークの設定
cloudFamiliesId
Configure an Azure Classic Cloud
Configure an Azure Pack Cloud
Configure an Azure RM Cloud
Configure Cloud(s)
イメージ ID の設定
Datacenters and Private Clouds
導入環境のデフォルト
動的ブートストラップのサポート
環境
Extensions
HA Mode Backup and Recovery
IP 割り当てモード
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インスタンス タイプの管理
propertyType
provisionInAvailabilitySet
29 related results

OpenStack
可用性セットおよびゾーン
ベース OS イメージ
ベンチマーク アプリケーション
Callout Scripts
CCO
Cloud Mapping for Images
クラウド ネットワークの設定
Cloud Setup
\cloudFamiliesId
Configure an OpenStack Cloud
Configure Cloud Storage
Configure Cloud(s)
イメージ ID の設定
Datacenters and Private Clouds
導入環境のデフォルト
動的ブートストラップのサポート
環境
Extensions
Firewall Rules Overview
HA Mode Backup and Recovery
Image Permissions
IP 割り当てモード
OpenStack の設定
OpenStack ネットワークの設定
権限コントロール
33 related results

VMware
ACI
アクションライブラリ
ベンチマーク アプリケーション
Callout Scripts
CCO
クラウド ネットワークの設定
cloudFamiliesId
Configure a vCD Cloud
Configure a VMware Cloud
Configure Cloud Storage
Configure Cloud(s)
イメージ ID の設定
Datacenters and Private Clouds
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導入環境のデフォルト
環境
Extensions
HA Mode Backup and Recovery
IP 割り当てモード
インスタンス タイプの管理
Public Clouds
リソースの配置と検証
Submit Job
Virtual Appliance Overview
Virtual Appliance Process
VM 管理
27 related results

AWS の設定
AWS の設定
AWS ID 形式
CloudCenter AMI の詳細
オンデマンド インスタンス
IAM 役割
AWS 上の PostgreSQL データベースに対する HA の構成
一時ディスク
ルート ボリューム サイズ
インスタンス プロファイル
VPC
CloudCenter ELB 表現
可用性ゾーンおよびセット

AWS ID 形式
AWS ID は CloudCenter に対しては透過的です。AWS が長いインスタンス ID を返す場合、CloudCenter プラットフォームはこの AWS ID をそのとおり受け
入れます。Java 文字列に長さの制限はありませんが、データベース スキーマは 255 文字に制限されています。

CloudCenter AMI の詳細
CloudCenter AMI を共有する必要がある場合、CloudCenter サポートにお問い合わせください。その際は、次の情報を伝えてください。
AWS アカウント番号
CloudCenter のバージョン
連絡先電子メール
顧客名
カスタマー ID（CID）

オンデマンド インスタンス
AWS 上にアプリケーションを導入するときに複数のボリュームを設定した場合、ユーザはオンデマンド インスタンスを使用して価格を選択できます。

IAM 役割
IAM（Identity and Access Management）役割とセキュリティ トークン サービス（STS）は、CloudCenter プラットフォームによりサポートされています。
機能の依存性
これらの 2 つの機能は、IAM 役割を使用して起動する CCO（および AWS での信頼関係の確立）に依存しています。追加情報については、
http://docs.aws.amazon.com を参照してください。
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IAM 役割を使用するには、管理者役割で CCO VM を起動する必要があります。こうすると IAM 役割をそれ以降いつでも使用できます。管理
者役割で CCO VM を起動すると、IAM 役割またはクラシック キー/秘密キーによるアクセスのいずれかをいつでも使用できるようになります。
IAM 役割ベース アカウントの場合、CloudCenter プラットフォームには EC2fullAccess 役割が必要です（最小要件）。CloudCenter
RDS の設定済みサービスを使用する場合、アカウントにはさらに RDSfullAccess も必要です。
アクセス キーや秘密キーなどを指定する代わりに、IAM 役割を使用してインスタンス タイプを管理できます。デフォルトではこの機能は無効になっており、
AWS クラウドを構成するときにこのボタンを [オン（ON）] に切り替えることで IAM 役割を明示的に有効にする必要があります。
次の要件を満たしている場合、IAM 役割ベースのアカウントを使用して、RDS インスタンスを起動できます。
Docker コンテナが CCO の一部でない場合は、Docker コンテナ VM を CCO サーバと同じ IAM 役割に割り当てる必要があります。
次の sts:GetFederationToken カスタム ポリシーを、（RDSfullAccess とともに）IAM 役割に接続していることを確認します。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": "*"
}]

AWS 上の PostgreSQL データベースに対する HA の構成

AWS 上の PostgreSQL データベースに対する HA の構成
前提条件
HA 構成手順を開始する前に、次の依存関係を必ず構成してください。
必要な IAM ポリシー：追加情報については、「AWS の構成」（このページ） > 「IAM と STS」を参照してください。この手順を開始する前に、IAM
ポリシーおよび役割が使用され、機能していることを確認します。
環境で使用されるコンポーネントの役割とモード：「仮想アプライアンスの概要」 > 「モード 」 と「役割 」。
CloudCenter 4.8 は、NON_HA、HA、および NON_HA_SA の各モードの RDS セットアップをサポートします。
各コンポーネントの HA モードと役割は ブルーで示しています。
この手順は、以下を使用していることを前提としています。
CloudCenter 4.8.0 インストーラと、CCM 非 HA スタンドアロンまたは CCM HA 用の RDS サービス。CentOS ベース OS イメージ
（t2.large）。
ハードウェア要件：2 つの CPU、4 GB メモリ、50 GB ストレージ。

プロセス
この手順は、ご使用の AWS バージョンに基づいて異なる場合があり、PostgreSQL データベースに対して HA を構成する際の基準点を提
供することを意図しています。
AWS 上で PostgreSQL データベース セットアップに HA を設定するには、次の手順に従います。
1. RDS データベース インスタンスを起動し、PostgreSQL エンジンを選択します。
a. AWS RDS コンソールにアクセスします。
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b. データベース インスタンスを起動します。

c. PostgreSQL エンジンを選択します。
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d. PostgreSQL とマルチ AZ 導入を選択し、[次のステップ（Next Step）] をクリックします。

e. あらかじめ設定されている値に加え、次の値を指定します。
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i. DB Instance Identifier：AWS データベース インスタンス ア カウントを識別する固有名。
ii. Master Username：cliqr（このアカウントのユーザ名。このフィールドには cliqr を使用する必要があります）。
iii. Master Password：このアカウントのパスワード（8 文字で、大小文字を区別しません）。
iv. Confirm Password：マスター パスワードを繰り返します。
f. 詳細設定を次のように指定します。
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i. 使用要件に基づいて、バックアップ、モニタリング、メンテナンスの設定を変更します。
ii. [VPC セキュリティ グループ（VPC Security Group(s)）] を選択して、ポート 5432 を使用できるようにし、データベース接続を
確保します。
iii. [データベース名（Database Name）] フィールドで、cliqrdb と入力します。
iv. [DB インスタンスの起動（Launch DB Instance）] をクリックします。
これでデータベース インスタンスが起動しました。RDS インスタンスには、バックエンドでの作成、変更、およびバックアップ プロセスが関係して
いるため、表示されるまでにいくらかの時間がかかります。
2. インスタンスが稼働して利用可能になると、PSQL リモート ホスト コマンドを使用して cliqrdb インスタンスを表示します。次にコマンド例を示し
ます。

コマンド例
psql -h cliqrdb.crogmzfclrjz.eu-west-1.rds.amazonaws.com -U cliqr -d cliqrdb

3. CCM のインスタンスを起動し、インストーラ アーティファクトをダウンロードし、core_installer を実行します。
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4. DB をリモート ホストに インストールするには、CCM の ccm-response.xml を変更し、次の項目に対して RDS 正規名を指定し、アプライアンス
インストーラを実行します。
a. db_host = リモート ホスト名
b. db_user = cliqr
c. db_pass = RDS インスタンスの起動に使用するパスワード
5. RDS インスタンスの HA を構成します。
a. RDS インスタンスを選択し、[インスタンス アクション（Instance Actions）] から [読み取りレプリカの作成（Create Read Replica）] を選
択します。

b. 必要な詳細を入力することによって、マスター RDS インスタンスの読み取りのレプリカを作成します。
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i. DB インスタンス識別子：マスター RDS インスタンス
ii. 宛先リージョン：同じリージョン内または異なるリージョン内
iii. 可用性ゾーン：任意の可用性ゾーン
c. [読み取りレプリカの作成（Create Read Replica）] をクリックして、レプリカを起動します。
d. 起動すると、インスタンスがレプリケーション役割のマスターおよびレプリカとともに RDS コンソールに表示されます。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

172

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

e. レプリカ インスタンスに接続し、データが同期されていることを確認します。
CCM に戻ります（必須）。

一時ディスク
100 GB のディスク領域を設定しても、使用できる VM は 20 GB のみです。これは CloudCenter が、以前の CloudCenter リリースではルート ディスク サイ
ズのみを使用していたためです。インスタンス タイプでさらに大きいサイズを設定する場合は、一時ディスクを接続できます（追加情報については、「Map
Images」 > 「Instance Types」を参照してください）。

ルート ボリューム サイズ
追加情報については、「複数ボリューム」および「Submit Job（v2）」API を参照してください。

インスタンス プロファイル
オプションの [インスタンス プロファイル（Instance Profile）] フィールドは、[環境（Environments）] を設定するか、または [導入環境のデフォルト
（Deployment Environment Defaults）] を設定するときに利用可能になります。このフィールドを設定する場合は、AWS クラウド アカウントで設定されている
インスタンス プロファイルに使用されている Amazon リソース名（ARN）を指定します。

インスタンス プロファイル名を指定すると、CloudCenter プラットフォームは、対応するインスタンス プロファイルに関連付けられた IAM 役割内で VM を起動
します。
AWS クラウド アカウントを（IAM 役割またはアカウントの秘密キーのいずれかとして使用して）正常に起動するには、指定したインスタンス プロファイルに関
連付けられた IAM 役割を渡すために必要な権限を持っていなければなりません。
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VPC
アプリケーション VM が分離されたネットワーク（Amazon の VPC など）で実行されている場合には、アプリケーション VM が RabbitMQ に接続できるように、
適切な NAT ルール（発信のみ必要）を必ず設定します。追加情報については、「Per CloudCenter Region Installation（Required）」 > 「AMQP」を参照してく
ださい。
CloudHSM サーバとやり取りする CCM インスタンスは、CCM と同じ VPC 内に存在している必要があります。追加情報については、「CloudHSM」を参照し
てください。
追加情報については、https://aws.amazon.com/articles/0639686206802544 を参照してください。

CloudCenter ELB 表現
AWS は、ELB に対して内部 向けまたは インターネット 向けのいずれかを許可し、インスタンスが存在することになるサブネットに関連付けられます。
CloudCenter は、CloudCenter アプリケーション プロファイルの各 ELB 層内で内部または外部 を選択できるようにすることで、この情報を使用します。そこ
から、ELB のサブネットは、アプリケーション層のインスタンスがインスタンス化された場所によって決定されます。
追加情報については、Amazon のドキュメンテーションを参照してください。

可用性ゾーンおよびセット
UI：「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。
API：

nics
説明：AWS ネットワーク インターフェイス カード（NIC）の設定に関する詳細。詳細については、「IP Allocation Mode」を参照してください。
AWS の可用性のセットおよびゾーンの概念は、各ゾーンに複数のサブネットがあるためサブネットにマッピングされます。このため、可用性
のセットに対する入力としてサブネットのリストを入力する必要があります。API ジョブの導入時に、可用性のセットの入力は NIC 情報の一部
として提供されます。1 番目の NIC をより具体的にするために、例に示すようにカンマ区切りのサブネットのリストとして情報が含まれます。
タイプ：オブジェクト

networkId
説明：必要な各層のネットワーク識別子。
タイプ：文字列
必須（アプリケーション プロファイルで設定されている場合）

privateIPAllocationMode
説明：AWS クラウドの NIC を設定するために使用される割当方法を特定します。
タイプ：列挙型
CloudCenter リ
リースのサポート

列挙型

説明

DHCP
（デフォルト）

この割当方法では、DHCP サーバによってサーバのブート アップのインスタンスに IP を
割り当てることができます。この IP アドレスは、サーバのブート アップ後に判明します。

CloudCenter
3.x
CloudCenter
4.x

IP の事前割り
当て

この方法では、サーバのブート アップ前にクラウド インフラストラクチャの IP 割り当てを
動的に提供できます。この方法は、次の OpenStack アプリケーションに固有です。

CloudCenter
3.x
CloudCenter
4.x

Cisco CSR1000：設定ドライブ ファイルの IP にサーバのブート アップ前にわかっ
ている事前割り当て済み IP が設定されています。
Cisco F5 ロード バランサ：複数の NIC をサポートします。
スタティック IP
（Static IP）

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

この方法により、顧客が IP アドレスを提供できます。この IP アドレスは、（可用性に基づ
いて）サーバが使用できるとは限らないため、この方法を使用する前に IP の可用性を十
分に確認する必要があります。

CloudCenter
3.x
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order
説明：リソースがアタッチされる番号。フェーズを更新する際に、リソースのアレイ上の別の位置にリソースを並べ替えるために
この順番を使用します。
タイプ: Long
必須（アプリケーション プロファイルで設定されている場合）

nicNetworkType
説明：この NIC のネットワークのタイプ。対応するドメインのリストが各オプションにアタッチされます。
タイプ：列挙型
列挙型

説明

NETWORK

別のプライベート ネットワークと重複する IP の範囲をサポートするプライベート ネットワーク

BRIDGE_DOMAIN

同じフラッディングまたはブロードキャストの特性を共有する一連の論理ポート。ACI 環境で使用します。

例 1：DHCP 割り当てモードの使用

"nics": [

{

"order": 1,
"allocationMode": "DHCP",
"allocatePublicIp": "true",
"id": "subnet-bf7c40cb,subnet-dc3c45f4"

}]

例 2：静的 IP 割り当てモードの使用
クラウド インスタンス タイプの作成によるインスタンス作成時に静的プライベート アドレスを NIC にアタッチし、それから
そのアドレスを DHCP allocationMode の代わりに使用します。

nics":[
{
"order":1,
"allocationMode":"STATIC_IP",
"allocatePublicIp":"false",
"id":"subnet-7dc30d25",
"properties":
[{
"key":"PRIVATE_IP_LIST",
"values":[
"12.3.6.1"
]
}]}]
例 3：複数の NIC の使用
AWS は、同じ可用性ゾーン内のサブネット間で複数の NIC をサポートします。
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[

{
"order":1,
"allocationMode":"DHCP",
"allocatePublicIp":"true",
"id":"subnet-74752b32"
},
{
"order":2,
"allocationMode":"STATIC_IP",
"allocatePublicIp":"false",
"id":"subnet-7dc30d25",
"properties":[
{
"key":"PRIVATE_IP_LIST",
"values":[
"12.3.6.1"
] } ] } ]

Azure の設定
Azure の設定
概要
VM への Azure アクセス エンドポイント
AzureRM のリソース プロビジョニング
AzureRM の診断
可用性ゾーンおよびセット

概要
CloudCenter は、Azure Classic と Azure Resource Manager（AzureRM）のどちらもサポートします。CCO をインストールするときに、cloudtype パラメータ
を使用して選択を指定します。

VM への Azure アクセス エンドポイント
CloudCenter は、インターネットを介した Azure 展開へのユーザのアクセスを許可したり制限したりできます。すべての層にはアクセス エンドポイントを追加
するための次の値があります。
Yes：SSH ポートおよびアプリケーション プロファイルの一部として開かれている他のすべてのポートは、インターネットにアクセスできます。
No：すべてのポートは制限され、インターネットにアクセスできません。

AzureRM のリソース プロビジョニング
この項は、Microsoft Azure Resource Manager（AzureRM）のみに適用されます。
AzureRM の CCO を設定したら（必須）、ジョブ起動の準備として次のリソースを必ず設定します。
リソース グループ
ストレージ アカウント
仮想ネットワーク
追加のリソース グループ
ジョブ起動の準備として AzureRM のリソースを設定するには、次の手順に従います。
次の画面キャプチャは、Azure ポータルが変更されると変わる可能性があることに注意してください。これらはこの項で基準として記載されて
います。
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1. 有効な Windows Azure Resource Manager アカウントを使用して、新しい Microsoft Azure ポータルにアクセスします。
これらのインターフェイス間で切り替えるには、左上隅にある Microsoft Azure ドロップダウンをクリックすることが必要になる場合があります。

新しい Microsoft Azure ポータルで、次の各項目を検索し、対応する情報を各ポータルに追加します。
検索対象
（Search
For）

ここを ...

設定（Configure）...

リソース
グループ

このポータル
にアクセスす
るリソース グ
ループ

CCO と同じリージョンを選択して、リソース グループの位置に追加します。
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追加のリソース グループ
異なる VM タイプを入れるための、追加のリソース グループを作成できます。導入時に、VM を導入するリソース
グループを選択できます。
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ストレージ
アカウント

このポータル
にアクセスす
るためのスト
レージ アカウ
ント

次のフィールドを設定します。
1. Resource group：最初の行で作成したグループを選択します。
2. Location：CCO の場所を指定します。
3. Type：2 つのストレージ ア カウントを作成します。
推奨事項
2 つのストレージ アカウントを作成する理由は、一部のインスタンス タイプ（たとえば、Standard_DS1、
Standard_GS1）は、プレミアム ストレージ ア カウントを使用してパフォーマンスを向上させることもできれば、
標準ストレージ ア カウントを使用することもできるからです。その他のインスタンス タイプは、標準ストレージ
アカウントのみを使用できます。
a. 1 つを [プレミアム ローカル（Premium Locally Re...）] で作成します。（プレミアムが使用できないリージョンでは、
1 つのアカウントで十分です）。
b. 1 つを [標準 RAGS（Standard-RAGS）]（デフォルト）で作成します。

仮想ネット
ワーク

このポータル
にアクセスす
る仮想ネット
ワーク

次のフィールドを設定します。
1. Resource group：最初の行で作成したグループを選択します。
2. Location：CCO の場所を指定します。

AzureRM の診断
CloudCenter ユーザは、Azure コンソール内の複数の場所から Azure Resource Manager が提供する診断を表示できます。
1. ターゲット VM から Azure コンソールにアクセスし、[モニタリング（Monitoring）] ページを開きます。
[モニタリング（Monitoring）] ページにグラフが表示される場合、診断は有効です。
[モニタリング（Monitoring）] ページにデータがまったく表示されない場合、診断は無効です。

2. リソースにアクセスして、[設定（Settings）] コマンドをクリックし、[診断（Diagnostics）] を選択します。次の設定値を確認します。
a. ステータスが [オン（On）] です。
b. [基本メトリック（Basic Metric）] と [起動診断（Boot Diagnostics）] がオンになります。
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3. [起動診断（Boot diagnostics）] タブに移動します（[診断（Diagnostics）] と同じメニュー レベルで、上部にあります）。ブート診断が使用可能であるこ
とを確認します。

4. CloudCenter で AzureRM 診断を有効にします（この機能はデフォルトで無効になっているため）。
a. AzureRM 診断機能を使用するアプリケーションを導入します。
b. この導入バージョンの [詳細（Advanced）] セクションまでスクロールダウンします。
c. [診断（Diagnostics）] ドロップダウン リストをクリックし、この導入に該当するファイルを選択します。
メトリックとログは、関連するストレージ アカウントに保存されます。
この設定の変更により、追加の請求額が発生する可能性があることに注意してください。
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Microsoft には、メトリックの収集方法（時間間隔）を決定し、収集するメトリックを指定する複数の設定があります。CloudCenter は、Microsoft のデフォルト
設定を使用します。ユーザは、対応する xml ファイルを提供することで、独自の設定を指定できます。
Linux: /usr/local/osmosix/etc/azure/LinuxDiagnosticsSetting.xml
Windows: /usr/local/osmosix/etc/azure/WindowsDiagnosticsSetting.xml
ファイルがこの場所に存在する場合、CloudCenter はこのファイル内に示されている設定を使用して AzureRM メトリックを収集します。
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これらの設定は CCO サーバ全体に適用され、ファイルは CCO の開始時にロードされます。ユーザがファイルを変更し、新しい変更を有効
にするには、CCO を再起動する必要があります。

可用性ゾーンおよびセット
UI：「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。
API：

provisionInAvailabilitySet
説明：CloudCenter プラットフォームからのジョブを起動している場合は、層レベルで可用性セットを作成することを選択できます。クラスタ
内のすべての VM は、同じサブネットに配置されます。同じ可用性セット内では、すべての VM が同じサブネットに配置されます。可用性
セットを有効にしない場合、可用性セットは作成されません。高可用性を確実にするために、障害/更新ドメイン内での VM の配置は、別の
ドメインの場合のように保証されてはいません。追加情報については、「可用性セットおよびゾーン」または「Submit Job（v2）」を参照してく
ださい。
タイプ：ブール値
true = VM は同じ可用性セット内で起動します。
false = 可用性セットは作成されません。
例：

"cloudProperties": [
{
"name": "provisionInAvailabilitySet",
"value": "true"
}]

OpenStack の設定
OpenStack の設定
概要
OpenStack の設定
CloudCenter テナント名または ID の導入
キー ペアの設定
ジョブの実行
可用性ゾーンおよびセット

概要
複数の OpenStack テナントは、CloudCenter プラットフォームでクラウド ア カウントを共有します。導入時に、CloudCenter プラットフォームでユーザは必要
な OpenStack テナントを選択できます。OpenStack コンソールでアクセス キー ペアを作成して、ジョブの実行時に CloudCenter プラットフォームを使用し
てそれらのキー ペアを表示できます。
この場合、テナント名とテナント ID は、CloudCenter プラットフォームにではなく、OpenStack クラウドに固有です。
この 2 つのフィールドは、OpenStack プロジェクト情報を指定します（API の TenantName と TenantId）。

OpenStack の設定
この機能は、OpenStack の次の設定を使用します。
導入用の複数のプロジェクト（テナント）を共有する OpenStack 管理者。次の図では、ven はクラウド アカウント ユーザで、ven（プロジェクト）は、
OpenStack の管理者により su（プロジェクト）とペアにされています。その結果、ven は両方のプロジェクトに、su と同じようにアプリケーションを導
入できます。
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OpenStack の [アクセスとセキュリティ（Access & Security）] でのキー ペア（ジョブを実行すると CloudCenter で可視になる）：

CloudCenter テナント名または ID の導入
CCM UI でクラウドのア カウントを設定するときは、テナント名前として OpenStack プロジェクト名を指定できます。または、テナント ID を提供することもでき
ます。設定したら、デフォルトのテナント ID（CloudCenter の OpenStack 設定）は、デフォルトのテナント名（CloudCenter の OpenStack 設定）よりも優先さ
れます。[デフォルトのテナント ID（Default Tenant ID）] および [デフォルトのテナント名（Default Tenant Name）] フィールドは、CCM UI での指定は任意です。
「Configure Cloud(s)」 > 「 Logical mapping for an OpenStack cloud」を参照してください。

キー ペアの設定
CloudCenter ユーザは、導入システムを開始するときに、OpenStack で定義したキーを選択できます。SSH キー ペアは、CloudCenter がクラウドから取得
するプロパティに基づいて CCM UI に表示されます。

キーのリストを表示するには、クラウドのプロパティの表示 API を使用します。
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ジョブの実行
OpenStack クラウドのテナント セレクタ（サポート対象のクラウド ファミリに表示される）には、OpenStack ID 管理サービスにより取得されたテナントのリスト
が表示されます（どの層にも関連付けられていない）。

OpenStack CloudTenant は、選択したクラウド/導入環境用のユニバーサル プロパティです（どの層にも接続されていない）。

可用性ゾーンおよびセット
UI：「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。
API：

availabilitySet
説明：CloudCenter プラットフォームからのジョブを起動している場合は、層レベルで可用性セットを作成することを選択できます。クラスタ
内のすべての VM は、同じサブネットに配置されます。同じ可用性セット内では、すべての VM が同じサブネットに配置されます。可用性
セットを設定しない場合、可用性セットは作成されません。追加情報については、「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。
タイプ：名前と値のペア
Name = availabilitySet
Value = nova,zone1
例：

"cloudProperties": [
{
"name": "availabilitySet",
"value": "nova,zone1"
}]
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VMware の構成
VMware の構成
VMware 用の動的クラウド リソース列挙
VMware フォルダ
クラウドおよびネットワーク設定の構成

VMware 用の動的クラウド リソース列挙
CloudCenter は、CCM での VMware CCO 設定時に、クラウド リソースを動的にプルします。その結果、[データセンター名（Datacenter name）]、[リソース
プール（Resource Pool）]、および [クラスタ情報（Cluster information）] などのフィールドには、クラウド設定のフェーズに自動的に値が入力されます。

VMware フォルダ
CloudCenter プラットフォームでは、VM のプロビジョニング時に、ターゲット導入フォルダを指定できます。

このフィールドで、VM の導入元のデフォルト フォルダを定義できます。次のマクロは、フォルダ名を設定する際にサポートされます。
%USER_ID%
%USER_NAME%
%VENDOR_ID%
次に示すのは設定例です。/CliQr/dev/%VENDOR_ID%/%USER_ID%
フォルダが存在しない場合は、作成されます。

クラウドおよびネットワーク設定の構成
追加情報については、「環境」および「導入環境のデフォルト」のセクションにある VMware の詳細を参照してください。

Google クラウドの設定
Google クラウドの設定
Google クラウドの設定
「クラウドの設定」 > 「Google Cloud の設定」を参照してください。
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ホスト名コールアウト
「VM 名の設定」 > 「インスタンスの命名方法」を参照してください。

ゾーンの開始
UI：「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。
API：

LaunchZone
説明：CloudCenter プラットフォームからのジョブを起動している場合は、層レベルでゾーンを作成することを選択できます。クラスタ内のす
べての VM は、同じサブネットに配置されます。同じゾーン内では、すべての VM が同じサブネットに配置されます。追加情報については、
「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。
タイプ：名前と値のペア
Name = LaunchZone
Value = us-central1-b
例：

"cloudProperties": [
{
"name": "LaunchZone",
"value": "us-central1-b"
}]

クラウド ネットワークの設定
クラウド固有ネットワークの設定
Alibaba ネットワークの設定
AWS ネットワークの設定
Azure ネットワークの設定
AzureRM ネットワークの設定
Google ネットワークの設定
OpenStack ネットワークの設定
VMware ネットワークの設定

Alibaba ネットワークの設定
Alibaba クラウドの設定
Alibaba クラウド リージョンのインスタンス パスワードを設定する必要があります。追加情報については、「Alibaba クラウドの設定」を参照してください。
Alibaba クラウド環境への SSH キー アクセスは許可されないので、 インスタンス パスワードを次のように入力する必要があります。
Linux の場合：root パスワードを入力します。
Windows の場合：管理者パスワードを入力します。
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Alibaba ネットワークの設定
1. インスタンス パスワードの設定
2. [NIC] セクションで、必要なサブネットを選択します。

AWS ネットワークの設定
AWS クラウドの設定
[インスタンス プロファイル（Instance Profile）] フィールドは任意です。AWS クラウド アカウントで設定されているインスタンス プロファイルに使用されて
いる Amazon リソース名（ARN）を指定します。インスタンス プロファイル名を指定すると、CloudCenter プラットフォームは、対応するインスタンス プロ
ファイルに関連付けられた IAM 役割内で VM を起動します。
クラウド固有の詳細は、「AWS の構成」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
この設定の構成の追加情報については、「可用性セットとゾーン」を参照してください。

AWS ネットワークの設定
1. [VPC] フィールドでドロップダウン リストから必要なオプションを選択します。追加情報については、「AWS の構成」を参照してください。
2. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
3. [NIC] セクションで必要な [ネットワーク（Network）] を選択します。
4. [NIC] セクションの [プライベート IP 割り当て（Private IP Allocation）] モードはデフォルトで [DHCP] に設定されます。DHCP の方法では、サーバの
起動時に IP を DHCP サーバによりインスタンスに割り当て可能です。この IP アドレスは、サーバのブート アップ後に判明します。NIC 設定の追加
情報については、「IP 割り当てモード」を参照してください。
5. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。

Azure ネットワークの設定
Azure クラウドの設定
Azure クラウド リージョンの仮想ネットワークを設定する必要があります。追加情報については、「Azure の設定」を参照してください。

Azure ネットワークの設定
1. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
2. [NIC] セクションで、必要なサブネットを選択します。
3. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
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AzureRM ネットワークの設定
AzureRM クラウドの設定
AzureRM クラウド リージョンがポータルにアクセスするために、次のフィールドを設定します。
クラウド固有の追加情報については、「Azure の設定」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
フィールド

説明

リソース グ
ループ
（Resource
Group）

CCO と同じリージョン。

ストレージ ア
カウント

2 つのストレージ アカウントを作成する理由は、一部のインスタンス タイプ（たとえば、Standard_DS1、Standard_GS1）は、プレミアム ス
トレージ アカウントを使用してパフォーマンスを向上させることもできれば、標準ストレージ アカウントを使用することもできるからです。そ
の他のインスタンス タイプは、標準ストレージ アカウントのみを使用できます。

診断

CloudCenter ユーザは、Azure コンソール内の複数の場所から Azure Resource Manager が提供する診断を表示できます。メトリックと
ログは、関連するストレージ アカウントに保存されます。
Microsoft には、メトリックの収集方法（時間間隔）を決定し、収集するメトリックを指定する複数の設定があります。CloudCenter は、
Microsoft のデフォルト設定を使用します。

可用性セット
の有効化

クラスタ内のすべての VM は、同じサブネットに配置されます。同じ可用性セット内では、すべての VM が同じサブネットに配置されます。
可用性セットを有効にしない場合、可用性セットは作成されません。高可用性を確実にするために、障害/更新ドメイン内での VM の配置
は、別のドメインの場合のように保証されてはいません。追加情報については、「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。

仮想ネット
ワーク

リソース グループと CCO の場所に基づきます。

AzureRM ネットワークの設定
1. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
2. [NIC] セクションで、必要なサブネットを選択します。
3. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。

Google ネットワークの設定
Google クラウドの設定
次のフィールドは、Google クラウド リージョンに使用できます。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
フィールド

説明

ゾーン（Zone）

このリージョンに対して開始されるデフォルトまたは追加（あるいはその両方）のゾーン。追加情報については、「可用性セットお
よびゾーン」を参照してください。

プロジェクト（Project）

ネットワークを選択できるプロジェクトのリスト。XPN ネットワークを使用している場合には、次のオプションがあります。
XPN に関連付けられている ホスト プロジェクトを選択します。
XPN に関連付けられているサービスまたは ホスト プロジェクトを選択します。
ネットワークの一覧を絞り込むためのプロジェクトのリストが表示されます。アプリケーション インスタンスは、クラウド
アカウントに関連付けられているプロジェクトに展開されます。

ネットワーク マッピング

Google ネットワークの設定での割り当て時に CloudCenter で作成したネットワークの名前
（次のセクションを参照）。

リソース検証の有効化

スイッチを [はい（YES）] に切り替えてリソース検証を有効にします。
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Google ネットワークの設定
NIC 構成および簡易ネットワーク構成は、ネットワークとサブネットワークの両方で利用できます。CloudCenter プラットフォームでは、単一の NIC 構成のみ
をサポートします。
1. Google クラウドから取得した次のいずれかの構成済みネットワークを選択します。
非レガシー ネットワーク：必要なネットワークを選択し、次にそのネットワーク内に含まれているサブネットワークベースの Google プロジェ
クト（または CloudCenter 固有の XPN ホスト プロジェクト）を選択します。

レガシー ネットワーク：レガシー ネットワークを選択します。サブネットワーク選択はできません。

2. NIC セクションのパブリック IP であるかどうかを示すには、このチェックボックスを選択します。追加情報については、「IP 割り当てモード」 > 「Cloud
固有の微妙な違い」 > 「Google」を参照してください。

OpenStack ネットワークの設定
OpenStack クラウドの設定
次のフィールドは、OpenStack クラウド リージョンに使用できます。
クラウド固有の追加情報については、「OpenStack の設定」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
フィールド

説明

クラウド
テナント

複数の OpenStack テナントは、CloudCenter プラットフォームでクラウド アカウントを共有します。導入時に、CloudCenter プラットフォー
ムでユーザは必要な OpenStack テナントを選択できます。OpenStack コンソールでアクセス キー ペアを作成して、ジョブの実行時に
CloudCenter プラットフォームを使用してそれらのキー ペアを表示できます。
この場合、テナント名とテナント ID は、CloudCenter プラットフォームにではなく、OpenStack クラウドに固有です。追加情報については、
「OpenStack の設定」を参照してください。

可用性
ゾーン

このリージョンのデフォルトまたは追加（あるいはその両方）の可用性ゾーン。追加情報については、「可用性セットおよびゾーン」を参照し
てください。
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OpenStack ネットワークの設定
1. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
2. [NIC] セクションで必要な [ネットワーク（Network）] を選択します。
3. [NIC] セクションで、[プライベート IP 割り当て（Private IP Allocation）] モードを選択します。NIC 設定の追加情報については、「IP 割り当てモード」を
参照してください。
a. DHCP：（デフォルト）この方法では、サーバの起動時に、IP が DHCP サーバによりインスタンスに割り当てられます。この IP アドレスは、
サーバのブート アップ後に判明します。
b. Preallocate IP：この方法によって、サーバの起動前に、クラウド インフラストラクチャの IP 割り当てを動的に入力できます。
4. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。

VMware ネットワークの設定
VMware クラウドの設定
次のフィールドは、VMware クラウド リージョンに使用できます。
クラウド固有の追加情報については、「VMware の構成」を参照してください。デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してくだ
さい。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
次の表に示されている各フィールドのドロップダウン リストから、必要なオプションを選択します。
フィールド

説明

データセン
ター

必須作業です。vSphere のデータセンター オブジェクトの名前。

クラスタ

必須。VM を導入する、vSphere のこのデータセンター仮想環境内のサーバ グループの名前。

データストア

vSphere からの DataStores（DS）のリスト。CloudCenter 4.8.0 以降、DRS が無効であれば、データストア クラスタと DS の両方を選択
できます。DRS の状態に応じて、データストア クラスタの選択は次のようになります。
無効である：ドロップダウン メニューからデータストア導入環境を選択します。または DS を未選択のままとして、CloudCenter プラッ
トフォームがランダムに選択できるようにします。
有効である：データストア ドロップダウンは無効であり、ユーザと CloudCenter プラットフォームのどちらも選択はできません。

リソース
プール

VM 間のリソース割り当ての管理に使用されるデフォルトのコンピューティング リソース。インスタンスを導入する必要がある vSphere か
らのデフォルトのソース プール名を使用します。

ターゲット導
入フォルダ

管理および VM 導入用の同じタイプのオブジェクトをグループ化するために使用されるデフォルト フォルダ。
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Enable Full
Clone

クラウド リージョンのコールアウトまたは属性に変更を加えると、変更を有効にするために CCO を再起動する必要があります。
VMware クラウド環境のイメージを設定するときに VM テンプレート使用する場合は、次の設定に注意してください。
設定

説明

Full
Clone

• VM テンプレートにマッピングされたイメージを選択する場合に使用します。
• フル複製操作は送信元 VM または VM テンプレートに対して実行され、複製した VM は、指定したデータストアまた
はデータストア クラスタ上に置くことができます。
• フル複製オプションは、スナップショットおよび VM テンプレートのどちらにも使用できます。

Linked
Clone

• イメージがスナップショットにマップされる場合に使用します。
• vSphere に（CloudCenter のスナップショットを保存するための）フォルダを追加し、CliqrTemplates という名前を付
け、このスナップショットを CliqrTemplates フォルダに追加します。

スナップショットを使用している場合は、[リンク クローン（Linked Clone）] と [フル複製（Full Clone）] のどちらも設定できます。追加情報に
ついては、「Configure Image IDs」を参照してください。
これらの設定を構成するには、VMware で次のエンティティが構成済みである必要があります。
VMware クラスタ
データストア クラスタ
CloudCenter プラットフォームで複製設定を構成するには、[フル複製の有効化（Enable Full Clone）]（リンク クローン）チェックボックスを
選択します。
フル複製設定

説明

オン

CloudCenter は VM のディスクの完全な複製を作成します。
ルート サイズがテンプレートと同じサイズを反映している場合は、インスタンスが稼働状態になったら、
パーティションのサイズを必ず変更してください。

未選択
（デフォルト）
ルートディスク
のサイズ変更
可能

CloudCenter はシン クローンを作成します。これは処理は速くなりますが、元の VM ディスクが元の場所でアクセ
ス可能であることを前提とします。

[複製モード（Cloning Mode）] が [完全複製（Full Clone）] に設定されている場合には、[ルート ディスクサイズ変更可能（Root
Disk Resizable）] のみを選択できます（フル複製の有効化（Enable Full Clone）= 選択済み）。
この機能は、VMware VM に対してのみ使用できます。
CloudCenter プラットフォームは、OS タイプに基づいてルート ディスク サイズを指定するために、構成可能な設定により VMware VM
のルート ディスクのサイズを変更する機能を提供します。この設定は、データ ストア クラスタの設定に似ています。
最初に VM をプロビジョニングするときに、各 VM のインスタンス タイプ設定の基本 OS ディスク サイズを定義できます。デフォルトの
VM には、ベース（ルート）OS ディスクと一時ディスクが含まれます。一部の企業には、両方のディスクではなく 1 つのディスクのみを使用
するという要件が存在する場合があります。
VM ルート ディスク サイズは増やす操作だけが可能で、減らすことはできません。新しいルート ディスク サイズは、デフォルトの
ルート ディスク サイズよりも小さくしてはなりません。
たとえば、ルート ディスクのサイズが 250 GB であれば、インスタンス タイプは、250 GB よりも大きくなるようにのみサイズ変更
できます。この場合、インスタンスのサイズは 250 GB 未満にはできません。
新しい導入のルート ディスクのサイズを変更するには、次の手順を実行します。
1. CCO VM にログ インします。
2. 次のコマンドを発行します。
touch /usr/local/osmosix/etc/.isRootDiskResizable
3. Tomcat サービスを再起動します。
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VMware ネットワークの設定
1. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンド ユーザは事前設定されている ACI 拡張の使用を許可されません。
a. [NIC] セクションで、ネットワークを選択します。NIC 設定の追加情報については、「IP 割り当てモード」を参照してください。
b. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
ON：エンド ユーザは事前設定されている ACI 拡張の使用を許可されます。
a. 必要な拡張機能を選択します。その他のフィールドの、対応するオプションは、ドロップダウン リストに表示されます（追加情報に
ついては、「Extensions」を参照）。
b. ドロップダウン リストから [APIC 拡張（APIC Extension）] を選択します（追加情報については、「Extensions」を参照）。
c. フィルタリングされたドロップダウン リストから、この APIC 拡張機能に関連付けられている APIC Virtual Machine Manager
（VMM）を選択します。
d. この APIC 拡張機能に関連付けられている [APIC テナント（APIC Tenant）] を、フィルタリングされたドロップダウン リストから選択
します。
2. [NIC] セクションで、ネットワークを選択します。
[VMware] を選択した場合は、[NIC] セクションで [ネットワーク（Network）] を選択します。NIC 設定の追加情報については、「IP 割り当て
モード」を参照してください。
[Cisco ACI] を選択した場合は、[エンド ポイント グループ（EPG）タイプ（End Point Group (EPG) Type）] フィールドでタイプを選択します。
a. [既存 EPG（Existing EPG）]：このタイプを選択した場合は、既存の EPG（ブリッジ ドメインの 1 つに接続済み）を、このタイプを選
択すると表示される [既存 EPG（Existing EPG）] ドロップダウンからさらに選択する必要があります。
b. [新規 EPG（New EPG）]：このタイプを選択した場合は、[ブリッジ ドメイン（Bridge Domain）] ドロップダウン リストから既存のブリッ
ジ ドメイン（この EPG が接続しなければならない）をさらに選択する必要があります。
c. [ブリッジ ドメイン テンプレート（Bridge Domain Template）]：追加情報については、「Extensions」を参照してください。
3. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。

SSH オプション
追加情報については、「SSH オプション」を参照してください。

管理
アプリケーション タスク
アプリケーション ワークフロー
プロジェクトおよびフェーズ
環境
導入環境のデフォルト
アクセス コントロール リスト（ACL）
層に複数のボリュームをアタッチする
ポリシー
アクションライブラリ

アプリケーション タスク
概要
[アプリケーション（Applications）] ページ
アプリケーション タスク
アプリケーションの導入
編集/更新
複製
導入のスケジュール
ベンチマーク
ベンチマークのスケジュール
パブリッシュ
エクスポート
共有
導入の表示
削除
詳細
参考資料

概要
アプリケーション管理とは、CloudCenter プラットフォームから行う、クラウド上のアプリケーションの実行時管理アクティビティのことです。この項では、それら
のアプリケーション実行時アクティビティを管理するための基本になる詳細情報を提供します。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

191

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

[アプリケーション（Applications）] ページ
アプリケーションを保存すると、[CCM UI] > [アプリケーション（Applications）] ページで選択できるようになります。このタブに表示されるアプリケーションおよ
び各アプリケーションに対して実行できるタスクは、テナント、お持ちの権限レベル、ユーザ タイプ（標準ユーザまたは管理者ユーザ）およびユーザの状態とア
クションに応じて異なります。
コメント
初めて CCM UI を使い始めるときには、アプリケーションが [アプリケーション（Applications）] ページに表示されていない場合があります。
CloudCenter 管理者がまずアプリケーションをこのページに追加し、それからアプリケーションをユーザが表示できるようにする必要があります
（Permission Control を参照）。
アプリケーションのリストは、インストールのタイプ（「仮想アプライアンスの概要」 > 「 インストール オプション」）、「Phase 1: Prepared
Infrastructure」、各カスタマーによって追加されたアプリケーション、企業マーケットプレ イスによってインポートされたアプリケーションなどにより
異なります。選択可能なアプリケーションのリストを表示するには、次のようにします。
[アプリケーション（Application）] ページを表示します（[CCM UI] > [アプリケーション（Applications）]）
[マーケットプレイス（Marketplace）] ページを表示します（[CCM UI] > [マーケットプレイス（Marketplace）]、パブリックとプライベートの両方）

アプリケーション タスク
権限を付与されているユーザは、[アプリケーション（Applications）] ページにリストされているアプリケーションをモデル化するときに、続くいくつかの項で説明
されているタスクを実行できます。

アプリケーションの導入
導入タスクにより、スケジュールされた時間にアプリケーションを起動できます。
アプリケーションを導入するには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[導入（Deploy）] をクリックします。[Application Name の導入（Deploy Application Name）] ページが表示されます。
3. 導入システムでの要件に応じて、[全般情報（General Information）]、[クラウド設定の選択（Select Cloud Configuration）]、[パラメータ値
（Parameter Values）]、および [スケジュール オプション（Schedule Options）] のセクションに情報を入力します。
4. [送信（Submit）] をクリックして、アプリケーションを導入します。

編集/更新
[編集/更新（Edit/Update）] タスクでは、アプリケーションのパラメータとトポロジを更新できます。
アプリケーションを編集または更新するには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[編集/更新（Edit/Update）] をクリックします。[Application Name の編集（Edit App Application Name）] ページが表示さ
れます。
3. [基本情報（Basic Information）]、[アプリケーションの設定（Application Configuration）]、および [高度なオンボーディング設定（Advanced Onboarding
Configuration）] の各セクションに情報を入力します。追加情報については、「トポロジ モデラー（Topology Modeler）」を参照してください。
4. [アプリケーションの保存（Save App）] をクリックします。アプリケーション情報が更新されます。

複製（Clone）
[複製（Clone）] タスクでは、アプリケーションを複製できます。
アプリケーションを複製するには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[複製（Clone）] をクリックします。[アプリケーション プロファイルの複製（Clone Application Profile）] ポップアップが表示
されます。
3. ドロップダウン リストから、複製するアプリケーションのバージョンを選択します。
4. [OK] をクリック[アプリケーション プロファイル名の複製（Clone Name Application Profile）] ページが表示されます。
5. [基本情報（Basic Information）]、[アプリケーションの設定（Application Configuration）]、および [高度なオンボーディング設定（Advanced
Onboarding Configuration）] の各セクションに情報を入力します。

導入のスケジュール
[スケジュール実行（Schedule Run）] タスクでは、スケジュールされた時間にアプリケーションを起動できます。
アプリケーションの実行をスケジュールするには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[スケジュール導入（Schedule Deployment）] をクリックします。[app: "Application Name" のスケジューリング
（Scheduling app: "Application Name"）] ページが表示されます。
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3. 必要に応じて、[全般情報（General Information）]、[クラウド設定の選択（Select Cloud Configuration）]、[パラメータ値（Parameter Values）] の各
セクションに情報を入力します。
4. [スケジュール オプション（Schedule Options）] のセクションに、スケジュール情報を入力します。

[スケジュールの繰り返し（Repeat schedule）] を選択した場合は、スケジュールを繰り返す頻度（[日（Daily）]、[週（Weekly）]、または
[月（Monthly）]）をさらに指定できます。
たとえば、[日（Daily）] をクリックすると、[スケジュールの開始（Schedule Starting）] セクションで [# 日おき（Every # day(s)）] または [す
べての週日（Every Week Day）] のいずれかを選択できます。[日（Daily）] を選択し、[スケジュールの開始（Schedule Starting）] 時刻を
指定して、5 つのオカレンスの後に終了すると規定した場合、導入はこの開始時刻でスケジュールされます。その後、新しい導入システ
ムは、[日（Daily）]（選択によっては [週（Weekly）] または [月（Monthly）]）のベースで、続く 5 日（オカレンス数）がスケジュールされま
す。スケジュールが開始されます。これにはスケジュール開始時の最初の日もオカレンスに数えられます。
デフォルトでは、[スケジュールの終了（Schedule Ending）] セクションで終了時期を設定していない場合に、このスケジュールは
終わることなく継続します（デフォルトは [なし（Never）]）。
導入システムを、[スケジュールの終了（Schedule Ending）] セクションの [指定オカレンス数（After # occurrences）] で指定されて
いるオカレンス数の後に終了させる場合、その数だけ導入システムが起動すると終了します。
上記の図では、スケジュールは 6 日後に終了します。設定は、[日（Daily）] + 3 日ごと + 2 つのオカレンス = 6 日となります。この場
合、[日（Daily）] が選択されていても、設定で [3 日ごと（Every 3 days）] も指定されていれば、[2 オカレンスの後（After 2
occurrences）] で終了します。それで、このスケジュールは 2015 年 2 月 5 日（午後 3:30 より前にこのスケジュールを設定した場
合）または 2015 年 2 月 8 日（午後 3:30 以降にこのスケジュールを設定した場合）に終了します。
5. [送信（Submit）] をクリックします。アプリケーションは、スケジュールされた時間に実行されます。

ベンチマーク
ベンチマーク タスクにより、アプリケーションに対してベンチマークを実行できます。ベンチマーク プロセスは、アプリケーションの多様なパフォーマンスとコス
ト メトリックを評価します。
ベンチマーク要求を出すときには、大規模なインスタンス タイプの管理を使用します。
同時ベンチマーク要求は、10,000 のインスタンス タイプに制限されます。小規模なインスタンス タイプ（たとえば m1.small）を使用すると、ベンチ
マーク要求は失敗します。
アプリケーションのベンチマークを実行するには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[ベンチマーク（Benchmark）] をクリックします。[app: " Application Name" のベンチマーキング（Benchmarking app: "
Application Name"）] ページが表示されます。
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3. まだ入力していない場合は、[全般情報（General Information）]、[クラウド設定の選択（Select Cloud Configuration）]、[パラメータ値（Parameter
Values）] セクションに情報を入力します。
4. ベンチマークを実行するには、[送信（Submit）] をクリックします。

ベンチマークのスケジュール
ベンチマーク スケジュール タスクにより、スケジュールされた時間にアプリケーションに対してベンチマークを実行できます。
アプリケーション用のベンチマークをスケジュールするには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[ベンチマークのスケジュール（Schedule Benchmark）] をクリックします。[app: "Application Name" のスケジューリング
（Scheduling app: "Application Name"）] ページが表示されます。
3. 必要に応じて、[全般情報（General Information）]、[クラウド設定の選択（Select Cloud Configuration）]、[パラメータ値（Parameter Values）] のセ
クションに情報を入力します。
4. スケジュール情報を [スケジュール オプション（Schedule Options）] セクションに入力します。
5. [送信（Submit）] をクリックして、スケジューリングした時間にベンチマークを実行します。

パブリッシュ
パブリッシュ タスクにより、アプリケーションを Enterprise Marketplace にパブリッシュできます。
保存されたアプリケーションをパブリッシュするには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[パブリッシュ（Publish）] をクリックします。[app - "Application Name" のパブリッシュ（Publish app - "Application
Name"）] ページが表示されます。
3. 必要に応じて、[基本情報（Basic Information）] および [価格設定（Pricing）] セクションに情報を入力します。
パブリッシュされたアプリケーションをインポートすると、ユーザにそのアプリケーションの変更/共有を許可/拒否できます。追加情報につい
ては、「Permission Control」を参照してください。
パブリッシュされたアプリケーション プロファイルがダウンロードされると、課金できます。追加情報については、「Application Fee」を参照し
てください。
4. アプリケーションを実行するには、[送信（Submit）] をクリックします。

エクスポート（Export）
エクスポート タスクにより、アプリケーションを .zip ファイルにエクスポートできます。このファイルはピアと共有できるようになるため、ピアはアプリケーション
をそのテナントにインポートできます。追加情報については、「アプリケーション管理」を参照してください。
アプリケーションをエクスポートするには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[エクスポート（Export）] をクリックします。システムは、アプリケーションの apps.zip ファイルを作成します。ブラウザによっ
ては、.zip ファイルのポップアップが自動的にトリガーされ、アクションを選択するプロンプトが表示されます。
3. ブラウザから実行するアクションの選択を求められたら、ファイルの保存を選択します。これで保存したファイルはエクスポートできるようになりました。

共有（Share）
共有タスクにより、指定のユーザやグループとアプリケーションを共有できます。
アプリケーションを共有するには、次の手順に従います。
1.
2.
3.
4.
5.

[アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
ドロップダウン リストから、[共有（Share）] をクリックします。[共有（Share）] ポップアップ画面が表示されます。
このポップアップの [ユーザ（User）] セクションにユーザ名を追加するか、または [グループ（Group）] セクションにグループ名を追加します。
名前またはグループを追加するたびに、対応する権限を設定できます。追加情報については、「Permission Control」を参照してください。
指定のユーザやグループとアプリケーションを共有するには、[OK] をクリックします。

導入の表示
このタスクでは、他の該当する詳細情報とともにアプリケーションの導入のリストが表示されます。
アプリケーションの実行のリストを表示するには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[導入の表示（Show Deployments）] をクリックします。[Application Name の実行（Your Application Name Runs）]
ページが表示されます。

削除（Delete）
削除タスクにより、[アプリケーション（Apps）] ページからアプリケーションを削除できます。アプリケーション プロファイルを削除しても、このアプリケーション プ
ロファイルの導入には影響はありません。
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アプリケーションを削除するには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[削除（Delete）] をクリックします。[アプリケーション プロファイルの削除（Delete Application Profile）] ポップアップが表示
されます。
3. [OK] をクリックして、アプリケーション プロファイルを削除します。

詳細（More Info）
[詳細（More Info）] タスクにより、アプリケーションについての詳細を表示できます。
アプリケーションについての詳細を表示するには、次の手順に従います。
1. [アプリケーション（Applications）] ページから、アプリケーションのドロップダウン矢印をクリックします。
2. ドロップダウン リストから、[詳細（More Info）] をクリックします。結果として表示されるポップアップ画面には、次の情報が表示されます。
アプリケーション名
アプリケーション所有者（作成者）の電子メール アドレス
テナントの短縮名（「Sub-Tenant Configuration」 > 「Tenant ID and Tenant Name Dependency」）
このアプリケーションに適したカテゴリ
3. [起動（Launch）] をクリックしてこのアプリケーションを起動するか、または [キャンセル（Cancel）] をクリックしてポップアップを閉じ、[アプリケーション
（Applications）] ページに戻ります。

参考資料
アプリケーション ワークフロー
アプリケーション プロファイル
権限コントロール
User States and Actions
ジョブ実行とジョブの詳細
導入環境

アプリケーション管理ワークフロー
概要
アプリケーションの導入
ユーザ アクセスの確認
別のグループへの既存の導入システムのレベル上げ

概要
CloudCenter では、開発、テスト、ステージング、および生産など、さまざまなリリース環境の導入段階に簡単に対応できます。したがって、複数のリリース管
理タスクを実行できます。

アプリケーションの導入
ユーザは、さまざまな導入環境にアプリケーションを導入できます。
ユーザは、企業の要件に応じて、承認の有無にかかわらず、複数の導入環境にアプリケーションを導入することが許可されます。
詳細については、次の各項を参照してください。
導入環境
アプリケーションの導入

ユーザ アクセスの確認
管理者は、各導入環境のユーザ アクセスを確認できます。
テナント内のユーザが許可されたアプリケーションを実行すると、これらのユーザは、[実行の表示（View Runs）] および [導入の表示（View
Deployments）] タブに表示されるジョブを確認できます。
この環境の導入システムに対してテナント管理者がアクセス権限を持っている場合、ジョブを実行しても、アプリケーションを実行したときのように
[実行の表示（View Runs）] ページは表示されません。ただし、これは [導入の表示（View Deployments）] ページで表示できます。アクセス権限しか
持たないユーザには、対応する [アクション リスト（Actions List）] ドロップダウンは、この実行に対するアクションの実行を許可しません。
詳細については、「Permission Control」を参照してください。
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別のグループへの既存の導入システムのレベル上げ
導入環境を作成した場合に、テナント ユーザまたはユーザ グループに環境の導入前に承認を要求させるために、[この環境への導入には承認が必要です
（Deploy to this environment requires approval）] チェックボックスをオンにすることができます。

環境に承認が必要であれば、この権限を持つユーザとグループは導入を承認または拒否できます。ジョブが投入されたものの承認が保留中であると、この
導入システムの [ジョブのステータス（Job Status）] 列には [保留中（Pending）] が表示されます。承認ユーザまたは管理者は、[アクション（Action）] リストで
対応するアクションをクリックして、導入の承認または拒否ができます。どちらの方法でも、確認のポップアップにより動作を確認します。ジョブ ステータスが
[保留中（Pending）] から [実行依頼済み（Submitted）] に変わります。
導入環境に関連するクラウドへの直接アクセスを許可される必要があるのは、導入の作成者のみです。これにより、他のユーザを、承認済み導入グループ
への導入のみに制限できます。
追加情報については、「導入環境」および「Permission Control」を参照してください。

プロジェクトおよびフェーズの管理
概要
プロジェクト参加者
概略的なプロジェクトのフロー
プロジェクトの作成
プロジェクト表示
ステータス インジケータ
ドラフト対公開済みモード

概要
プロジェクトにより、企業は CloudCenter でその devops プロセスを管理するためのワークフローを作成できます。devops プロセスには、開発、テスト、ス
テージング、生産などのさまざまな段階（フェース）が関係する場合があります。各フェーズは、独自の参加者、導入のための環境、予算、およびリソースの制
約を持つことができます。アプリケーションは、実稼働をする前に、それらのフェーズを経る必要があります。
CloudCenter プラットフォームには、導入環境、さらにガバナンス ルール、システム タグといった概念がすでにあり、Jenkins プラグインなどのさまざまな統
合ポイントがあります。しかし、環境間でアプリケーションを移動するには、導入環境でアクセス制御を使用して、devops プロセスを間接的にモデル化する必
要があります。
CloudCenter の プロジェクト機能を使用すると、企業は devops プロセスを表すワークフローの作成、参加者と環境のセットアップ、および金融とリソースの
制限の適用を、1 つの場所から集中的に行うことができます。
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プロジェクトでは、次のことを行えます。
devops プロセスにマッピングされるさまざまなフェーズを作成して設定します。
許可されたユーザを識別します。
参加アプリケーションを選択します。
予算とリソースの制限を適用します。
プロジェクトでは、次のことは行えません。
アプリケーション プロファイルの定義：アプリケーション プロファイルは、プロジェクトに関連付ける前に、まず定義する必要があります。
ユーザの作成：CloudCenter では、参加者として追加する前に標準ユーザを作成する必要があります 。

プロジェクト参加者
CloudCenter プロジェクト参加者には、次が含まれます。
管理者/プロジェクト マネージャ：プロジェクト マネージャは、テナント管理者であるか、またはプロジェクト管理者役割が割り当てられ、次の機能を実
行できるユーザである場合があります。
プロジェクトを作成します。
ライフサイクル フェーズを定義します（各フェーズは、作成済みまたは新しく作成できる開発環境です）。
アプリケーションを表示して別のフェーズにレベル上げできるユーザを特定します（「Permission Control」を参照）。
フェーズごとの利用プランを設定します。
承認済み（フェーズ）承認者：フェーズ承認者には、フェーズに応じた導入環境に対するレベル上げ権限と承認済み承認者特権が付与され、次の機
能を実行できます。
フェーズへのアプリケーションの導入を承認します。
フェーズ間でアプリケーションをレベル上げ/レベル下げします。

プロジェクト ユーザ：プロジェクト ユーザは、フェーズに応じた導入環境に対する 導入権限が持っている必要があり、次の機能を実行できます。
プロジェクト、フェーズ、およびその中の導入システムを表示します。
許可されたフェーズ内でアプリケーション プロファイルを導入します。
導入システムのレベル上げ/レベル下げが行われるたびに通知を受け取ります。
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概略的なプロジェクトのフロー
プロジェクトは、次のワークフローに従います。
1. テナント管理者/プロジェクト マネージャは、プロジェクトを作成し、参加者を追加します。
2. プロジェクト マネージャは、次のことを実行します。
a. フェーズを追加し、計画を関連付けます。
b. 各フェーズの参加者をプロジェクトに追加します。
3. プロジェクトのユーザは、日単位での段階的な導入を行います。
4. フェーズ承認者：
a. 次のフェーズに導入システムをレベル上げします。
b. （次のフェーズの）レベル上げを承認します。
5. 権限が与えられたユーザは、承認済みのフェーズでアプリケーションを導入します。

プロジェクトの作成
プロジェクトを作成するには、次のプロセスに従います。
1. CCM UI にアクセスして、[導入（Deployments）] > [プロジェクト（Projects）]（デフォルトのタブ）をクリックします。
2. [新しいプロジェクト（New Project）] ボタンをクリックして、プロジェクトを作成します。[プロジェクトの作成（Create Project）] ポップアップが表示され
ます。
[新しいプロジェクト（New Project）] ボタンは、プロジェクトを作成する権限があるユーザにのみ表示されます。必要なユーザに、必
ずプロジェクト管理者役割を割り当てます。

3. このプロジェクトの名前とプロジェクト予算を指定します。
4. プロジェクト全体の使用計画タイプを選択します。計画をフェーズに割り当てることができるのは、計画の料金にクラウド利用コストが含まれている場
合のみです。
選択すると、計画タイプは、プロジェクトのすべてのフェーズに適用されます。フェーズの対応する計画は請求目的に使用され、
予算または VM のいずれか（両方ではない）に基づいて追跡されます。
計画をプロジェクトに割り当てることができるようにするために、計画の次の設定にマークを付けます（追加情報については、「Tenant Billing」 >
「Pass Cloud Cost to Parent」または「Financial Overview」を参照してください）。
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5. このプロジェクトに適用可能なアプリケーション プロファイルを選択します。
6. [続行（Continue）] をクリックし、[共有（Share）] ポップアップに進みます。

7. このプロジェクトを表示、変更、または他のユーザと共有できるユーザを特定します。
プロジェクトは、プロジェクト所有者のダッシュボードにのみ表示されます。他のユーザが追加されても、プロジェクトはパブリッシュ
された 後に、ユーザ ダッシュボードに表示されます。
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8. [保存（Save）] をクリックしてこのプロジェクトのユーザに割り当てられた権限を保存し、プロジェクト ボードに進みます。

9. [フェーズの追加（Add a Phase）] をクリックし、フェーズ名を入力します。

10. フェーズ タイプ（このフェーズに関連付けられている導入環境）を選択するか、または [新しい導入環境（New Deployment Environment）] をクリック
して新しい導入環境を作成します。
同じ導入環境を 2 つのフェーズに使用することはできません。
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11. プロジェクト予算タイプに基づいて、このフェーズの適切な計画を選択します。

12. フェーズの参加者を追加します。
各フェーズの共有権限に加えた変更は、基礎の導入環境の権限についても自動的に保存されます。

13. 企業の要求に応じて、このプロジェクトのすべてのフェーズを確認します。
14. 各フェーズの権限を、必要に応じて変更します。
15. すべてのプロジェクトの詳細を設定するまで、[ドラフトとして保存（Save as Draft）] をクリックします。
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16. すべてのプロジェクトの詳細を設定したら、[パブリッシュ（Publish）] をクリックします。

プロジェクト表示
各プロジェクトは、[CCM UI] > [導入（Deployments）] > [プロジェクト（Projects）] リンクでアクセスすると表示できます。このエンドツーエンドのビューでは、プ
ロジェクト、各プロジェクトのフェーズ、およびアプリケーション導入のステータス インジケータを表示できます。
[プロジェクト（Projects）] リンクを使用して実行された導入は、プロジェクト ダッシュボードからのみ表示および管理できます。
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[プロジェクト名（Project name）] ページでいずれかのプロジェクトをクリックして、プロジェクトをドリル ダウンします。

ステータス インジケータ
[プロジェクト名（Project name）] ページでは、各フェーズが色分けされたインジケータで示されます。
ステータス インジケータ

説明

赤

この導入ステータスは [エラー（Errored）] または [拒否済み（Rejected）] です（承認はフェーズ承
認者によって拒否されます）。

オレンジ

この導入フェーズは、一時停止に移行中、一時停止、または承認保留中です。

緑

この導入は進行中であるかまたは実行済みです。

グレー

この導入は終了しています。

ドラフト対公開済みモード
プロジェクトに関連付けられたフェーズとアプリケーションがない場合、そのプロジェクトは公開できません。パブリッシュすると、プロジェクトはドラフト モードに
戻すことはできません。
プロジェクトを保存するときに、フェーズの属性（バンドル、計画、フェーズ名、および導入環境）の動作は、プロジェクトが保存されたモードに応じて次のように
異なります。
操作（Operations）

ドラフト モードのプロジェクト

公開されたプロジェクト

名前の変更

Allowed

可

フェーズの導入環境の変更

Allowed

不可

計画の変更

Allowed

計画タイプ = プリペ イド予算：不可

環境
環境について
[環境（Environments）] ページ
環境の追加
マルチサイト、マルチアカウントの制限
マルチサイト（マルチ層）クラウドの設定
マルチア カウント クラウド構成
導入を中断しない移行
API の Restful JSON

環境について
環境とは、1 つ以上の関連するクラウド リージョンとクラウド アカウントで構成され、特定の導入ニーズ向けに取り分けておかれるリソースのことです。ユーザ
は導入環境にアプリケーションを導入し、導入環境は複数のユーザで共有できます。
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たとえば、開発環境は、開発用クラウドに関連付け、実稼働導入環境は、実稼働レベルの高性能クラウドに関連付けることができます。開発チームのユーザ
は、開発環境のみに導入でき、運用チームのユーザは、実稼働環境のみに導入できます。

[環境（Environments）] ページ
[環境（Environments）] ページから導入環境を追加、表示、管理、および削除できます。このページにアクセスするには、[環境（Environments）] タブを選択し
ます。
[ガバナンス ルール（Governance Rules）] が [ON] に設定されている場合は、次のようになります。
テナント管理者のみが、新しい導入環境を追加できます。
共同管理者は、導入環境の追加は許可されていません。
導入環境のページには、設定済みの情報がリストされ、次のアクションを実行できます。
[アクション
（Actions）]
ドロップダウン

説明

編集（Edit）

既存の導入環境の設定を変更します。設定が終わったら、導入環境には次の変更のみを実行できます。
導入環境の名前の変更
説明の追加または変更
クラウド リージョンの変更
クラウド アカウントの変更
ネットワーク設定の変更
追加情報については、「導入環境の追加」セクション（下記）を参照してください。

共有（Share）

導入環境を共有します。詳細は、「Deployment Environment Permissions」を参照してください。
展開環境を作成し、それを [レベル上げ元（Promote from）] オプションにマークを付けずにユーザと共有する場合には、こ
のユーザがこの導入環境を使用するアプリケーションを導入するときに、[移行（Migrate）] アクションを使用できないことに
注意してください。

削除（Delete）

導入環境を削除します。
設定済みの導入環境の削除を選択した場合は、[導入環境の削除（Delete Deployment Environment）] ポップアップで削除の意思を
確認し、設定済みの環境を削除すると、[環境（Environment）] ページの上部にステータス メッセージが表示されます。

ルールの関連
付け

導入環境にシステム タグ マッチング ルールを追加します。
この導入環境を使用してアプリケーションまたはアプリケーション プロファイルを導入するには、この環境に関連付けられているタグを
選択できます。これによりクラウド ア カウント設定情報が自動的に入力されます。
ルール ベースのガバナンスを有効にすると、システムはこの導入環境に関連付けられているタグに基づいて、さまざまな自動アクショ
ンを実行します。追加情報については、「System Tags」を参照してください。

環境の追加
環境を追加する場合は、指定する構成設定に基づいて、新しい導入環境を作成します。導入環境を追加するには、次の手順を実行します。
各クラウド リージョンに対して複数のクラウド アカウントを追加できます。さらに、ピン型のアイコンをクリックすると、各導入環境にデフォルト
のクラウド アカウントを選択できます。
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1. CCM UI にアクセスし、[環境（Environments）] タブに移動します。[導入（Deployments）] ページが更新され、設定済みの環境が表示されます。
2. [環境の追加（Add Environment）] をクリックします。[新規導入環境（New Deployment Environment）] ページが表示されます。
3. [全般設定（General Settings）] セクションで、次のようにします。
a. 導入環境の [名前（Name）] を指定します。
b. （任意）[説明（Description）] に説明を入力します。
c. （任意）[この環境への導入には承認が必要（Approval required to deploy to this environment）] スイッチを切り替えます。
i. On：この導入環境にアプリケーションを導入するには、許可されたユーザとしての承認が必要です。
ii. Off：（デフォルト）承認は不要です。
4. [クラウド選択（Cloud Selection）] セクションで、次のようにします。
a. 必要なクラウド リージョンのチェックボックスをオンにします。このクラウド リージョンは、CCO のクラウド リージョンと同じである必要があり
ます（上記のセクションの新しい APIC コントローラ拡張を管理するために使用されます）。
b. ドロップダウン リストから、[クラウド アカウント（Cloud Account）] を選択します。
5. （任意）クラウドの [クラウド設定（Cloud Settings）] セクションおよび [簡易ネットワークを使用（Use Simplified Networks）] セクションを設定します。
複数のユーザが導入環境の一部であるいくつかのリージョン/クラウドに対するアクセス権限を持っているとしても、それらのユーザが
導入環境内で使用されている一部のクラウド ア カウントとリージョンにしかアクセスできない場合があることに注意してください。この
ような場合、それらのユーザは、[ネットワーク マッピング（Network Mapping）] オプションが無効になっており、既存のネットワークを
（導入環境の一部として定義済みであるとしても）削除できません。

VMware - クラウドとネットワークの設定

VMware クラウドの設定
次のフィールドは、VMware クラウド リージョンに使用できます。
クラウド固有の追加情報については、「VMware の構成」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
次の表に示されている各フィールドのドロップダウン リストから、必要なオプションを選択します。
フィールド

説明

データセン
ター

必須作業です。vSphere のデータセンター オブジェクトの名前。

クラスタ

必須。VM を導入する、vSphere のこのデータセンター仮想環境内のサーバ グループの名前。

データストア

vSphere からの DataStores（DS）のリスト。CloudCenter 4.8.0 以降、DRS が無効であれば、データストア クラス
タと DS の両方を選択できます。DRS の状態に応じて、データストア クラスタの選択は次のようになります。
無効である：ドロップダウン メニューからデータストア導入環境を選択します。または DS を未選択のままとし
て、CloudCenter プラットフォームがランダムに選択できるようにします。
有効である：データストア ドロップダウンは無効であり、ユーザと CloudCenter プラットフォームのどちらも選
択はできません。

リソース
プール

VM 間のリソース割り当ての管理に使用されるデフォルトのコンピューティング リソース。インスタンスを導入する必
要がある vSphere からのデフォルトのソース プール名を使用します。

ターゲット導
入フォルダ

管理および VM 導入用の同じタイプのオブジェクトをグループ化するために使用されるデフォルト フォルダ。
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Enable Full
Clone

クラウド リージョンのコールアウトまたは属性に変更を加えると、変更を有効にするために CCO を再起
動する必要があります。
VMware クラウド環境のイメージを設定するときに VM テンプレート使用する場合は、次の設定に注意してください。
設定

説明

Full
Clone

• VM テンプレートにマッピングされたイメージを選択する場合に使用します。
• フル複製操作は送信元 VM または VM テンプレートに対して実行され、複製した VM は、指定
したデータストアまたはデータストア クラスタ上に置くことができます。
• フル複製オプションは、スナップショットおよび VM テンプレートのどちらにも使用できます。

Linked
Clone

• イメージがスナップショットにマップされる場合に使用します。
• vSphere に（CloudCenter のスナップショットを保存するための）フォルダを追加し、
CliqrTemplates という名前を付け、このスナップショットを CliqrTemplates フォルダに追加し
ます。

スナップショットを使用している場合は、[リンク クローン（Linked Clone）] と [フル複製（Full Clone）] のどちらも設
定できます。追加情報については、「Configure Image IDs」を参照してください。
これらの設定を構成するには、VMware で次のエンティティが構成済みである必要があります。
VMware クラスタ
データストア クラスタ
CloudCenter プラットフォームで複製設定を構成するには、[フル複製の有効化（Enable Full Clone）]（リンク ク
ローン）チェックボックスを選択します。
フル複製設定

説明

オン

CloudCenter は VM のディスクの完全な複製を作成します。
ルート サイズがテンプレートと同じサイズを反映している場合は、インスタンスが稼
働状態になったら、パーティションのサイズを必ず変更してください。

未選択（デフォ
ルト）

Root Disk
Resizable

CloudCenter はシン クローンを作成します。これは処理は速くなりますが、元の VM ディスク
が元の場所でアクセス可能であることを前提とします。

[複製モード（Cloning Mode）] が [完全複製（Full Clone）] に設定されている場合には、[ルート ディス
クサイズ変更可能（Root Disk Resizable）] のみを選択できます（フル複製の有効化（Enable Full
Clone）= 選択済み）。
この機能は、VMware VM に対してのみ使用できます。
CloudCenter プラットフォームは、VMware VM 用のルート ディスクをサイズ変更できます。
これは OS タイプに基づいてルート ディスクのサイズを指定する構成可能な設定により実行します。この設定は、
データ ストア クラスタの設定に似ています。
最初に VM をプロビジョニングするときに、各 VM のインスタンス タイプ設定の基本 OS ディスク サイズを定義でき
ます。デフォルトの VM には、ベース（ルート）OS ディスクと一時ディスクが含まれます。一部の企業には、両方の
ディスクではなく 1 つのディスクのみを使用するという要件が存在する場合があります。
VM ルート ディスク サイズは増やす操作だけが可能で、減らすことはできません。新しいルート ディス
ク サイズは、デフォルトのルート ディスク サイズよりも小さくしてはなりません。
たとえば、ルート ディスクのサイズが 250 GB であれば、インスタンス タイプは、250 GB よりも大
きくなるようにのみサイズ変更できます。この場合、インスタンスのサイズは 250 GB 未満にはでき
ません。
新しい導入のルート ディスクのサイズを変更するには、次の手順を実行します。
a. CCO VM にログ インします。
b. 次のコマンドを発行します。
touch /usr/local/osmosix/etc/.isRootDiskResizable
c. Tomcat サービスを再起動します。
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VMware ネットワークの設定
a. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンド ユーザは事前設定されている ACI 拡張の使用を許可されません。
i. [NIC] セクションで、ネットワークを選択します。NIC 設定の追加情報については、「IP 割り当てモード」を参
照してください。
ii. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
ON：エンド ユーザは事前設定されている ACI 拡張の使用を許可されます。
i. 必要な拡張機能を選択します。その他のフィールドの、対応するオプションは、ドロップダウン リストに表示
されます（追加情報については、「Extensions」を参照）。
ii. ドロップダウン リストから [APIC 拡張（APIC Extension）] を選択します（追加情報については、
「Extensions」を参照）。
iii. フィルタリングされたドロップダウン リストから、この APIC 拡張機能に関連付けられている APIC Virtual
Machine Manager（VMM）を選択します。
iv. この APIC 拡張機能に関連付けられている [APIC テナント（APIC Tenant）] を、フィルタリングされたドロッ
プダウン リストから選択します。
b. [NIC] セクションで、ネットワークを選択します。
[VMware] を選択した場合は、[NIC] セクションで [ネットワーク（Network）] を選択します。NIC 設定の追加情報につ
いては、「IP 割り当てモード」を参照してください。
[Cisco ACI] を選択した場合は、[エンド ポイント グループ（EPG）タイプ（End Point Group (EPG) Type）] フィールド
でタイプを選択します。
i. [既存 EPG（Existing EPG）]：このタイプを選択した場合は、既存の EPG（ブリッジ ドメインの 1 つに接続済
み）を、このタイプを選択すると表示される [既存 EPG（Existing EPG）] ドロップダウンからさらに選択する
必要があります。
ii. [新規 EPG（New EPG）]：このタイプを選択した場合は、[ブリッジ ドメイン（Bridge Domain）] ドロップダウン リ
ストから既存のブリッジ ドメイン（この EPG が接続しなければならない）をさらに選択する必要があります。
iii. [ブリッジ ドメイン テンプレート（Bridge Domain Template）]：追加情報については、「Extensions」を参照し
てください。
c. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。

SSH オプション
追加情報については、「SSH オプション」を参照してください。
Amazon：クラウドとネットワークの設定

AWS クラウドの設定
[インスタンス プロファイル（Instance Profile）] フィールドは任意です。AWS クラウド アカウントで設定されているインスタンス プロ
ファイルに使用されている Amazon リソース名（ARN）を指定します。インスタンス プロファイル名を指定すると、CloudCenter プ
ラットフォームは、対応するインスタンス プロファイルに関連付けられた IAM 役割内で VM を起動します。
クラウド固有の詳細は、「AWS の構成」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
この設定の構成の追加情報については、「可用性セットとゾーン」を参照してください。

AWS ネットワークの設定
a. [VPC] フィールドでドロップダウン リストから必要なオプションを選択します。追加情報については、「AWS の構成」を参照して
ください。
b. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
c. [NIC] セクションで必要な [ネットワーク（Network）] を選択します。
d. [NIC] セクションの [プライベート IP 割り当て（Private IP Allocation）] モードはデフォルトで [DHCP] に設定されます。DHCP
の方法では、サーバの起動時に IP を DHCP サーバによりインスタンスに割り当て可能です。この IP アドレスは、サーバの
ブート アップ後に判明します。NIC 設定の追加情報については、「IP 割り当てモード」を参照してください。
e. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
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OpenStack：クラウドとネットワークの設定

OpenStack クラウドの設定
次のフィールドは、OpenStack クラウド リージョンに使用できます。
クラウド固有の追加情報については、「OpenStack の設定」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
フィールド

説明

クラウド
テナント

複数の OpenStack テナントは、CloudCenter プラットフォームでクラウド ア カウントを共有します。導入時に、
CloudCenter プラットフォームでユーザは必要な OpenStack テナントを選択できます。OpenStack コンソールでア
クセス キー ペアを作成して、ジョブの実行時に CloudCenter プラットフォームを使用してそれらのキー ペアを表示
できます。
この場合、テナント名とテナント ID は、CloudCenter プラットフォームにではなく、OpenStack クラウドに固有です。
追加情報については、「OpenStack の設定」を参照してください。

可用性
ゾーン

このリージョンのデフォルトまたは追加（あるいはその両方）の可用性ゾーン。追加情報については、「可用性セット
およびゾーン」を参照してください。

OpenStack ネットワークの設定
a. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
b. [NIC] セクションで必要な [ネットワーク（Network）] を選択します。
c. [NIC] セクションで、[プライベート IP 割り当て（Private IP Allocation）] モードを選択します。NIC 設定の追加情報については、
「IP 割り当てモード」を参照してください。
i. DHCP：（デフォルト）この方法では、サーバの起動時に、IP が DHCP サーバによりインスタンスに割り当てられます。
この IP アドレスは、サーバのブート アップ後に判明します。
ii. Preallocate IP：この方法によって、サーバの起動前に、クラウド インフラストラクチャの IP 割り当てを動的に入力で
きます。
d. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
Azure：クラウドとネットワークの設定

Azure クラウドの設定
Azure クラウド リージョンの仮想ネットワークを設定する必要があります。追加情報については、「Azure の設定」を参照してください。

Azure ネットワークの設定
a. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
b. [NIC] セクションで、必要なサブネットを選択します。
c. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
AzureRM：クラウドとネットワークの設定

AzureRM クラウドの設定
AzureRM クラウド リージョンがポータルにアクセスするために、次のフィールドを設定します。
クラウド固有の追加情報については、「Azure の設定」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
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フィールド

説明

リソース
グループ
（Resource
Group）

CCO と同じリージョン。

ストレージ
アカウント

2 つのストレージ アカウントを作成する理由は、一部のインスタンス タイプ（たとえば、Standard_DS1、
Standard_GS1）は、プレミアム ストレージ ア カウントを使用してパフォーマンスを向上させることもできれば、標準
ストレージ アカウントを使用することもできるからです。その他のインスタンス タイプは、標準ストレージ アカウント
のみを使用できます。

診断

CloudCenter ユーザは、Azure コンソール内の複数の場所から Azure Resource Manager が提供する診断を表
示できます。メトリックとログは、関連するストレージ アカウントに保存されます。
Microsoft には、メトリックの収集方法（時間間隔）を決定し、収集するメトリックを指定する複数の設定があります。
CloudCenter は、Microsoft のデフォルト設定を使用します。

可用性セット
の有効化

クラスタ内のすべての VM は、同じサブネットに配置されます。同じ可用性セット内では、すべての VM が同じサブ
ネットに配置されます。可用性セットを有効にしない場合、可用性セットは作成されません。高可用性を確実にする
ために、障害/更新ドメイン内での VM の配置は、別のドメインの場合のように保証されてはいません。追加情報に
ついては、「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。

仮想ネット
ワーク

リソース グループと CCO の場所に基づきます。

AzureRM ネットワークの設定
a. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
b. [NIC] セクションで、必要なサブネットを選択します。
c. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
Google：クラウドとネットワークの設定

Google クラウドの設定
次のフィールドは、Google クラウド リージョンに使用できます。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
フィールド

説明

ゾーン（Zone）

このリージョンに対して開始されるデフォルトまたは追加（あるいはその両方）のゾーン。追加情報については、
「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。

プロジェクト
（Project）

ネットワークを選択できるプロジェクトのリスト。
XPN ネットワークを使用している場合には、次のオプションがあります。
XPN に関連付けられている ホスト プロジェクトを選択します。
XPN に関連付けられているサービスまたは ホスト プロジェクトを選択します。
ネットワークの一覧を絞り込むためのプロジェクトのリストが表示されます。アプリケーション インスタ
ンスは、クラウド アカウントに関連付けられているプロジェクトに展開されます。

ネットワーク
マッピング
リソース検証の
有効化

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

Google ネットワークの設定での割り当て時に CloudCenter で作成したネットワークの名前（次のセクションを
参照）。
スイッチを [はい（YES）] に切り替えてリソース検証を有効にします。
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Google ネットワークの設定
NIC 構成および簡易ネットワーク構成は、ネットワークとサブネットワークの両方で利用できます。CloudCenter プラットフォームでは、
単一の NIC 構成のみをサポートします。
a. Google クラウドから取得した次のいずれかの構成済みネットワークを選択します。
非レガシー ネットワーク：必要なネットワークを選択し、次にそのネットワーク内に含まれているサブネットワークベー
スの Google プロジェクト（または CloudCenter 固有の XPN ホスト プロジェクト）を選択します。

レガシー ネットワーク：レガシー ネットワークを選択します。サブネットワーク選択はできません。

b. NIC セクションのパブリック IP であるかどうかを示すには、このチェックボックスを選択します。追加情報については、「IP 割り
当てモード」 > 「Cloud 固有の微妙な違い」 > 「Google」を参照してください。
Alibaba：クラウドとネットワークの設定

Alibaba クラウドの設定
Alibaba クラウド リージョンのインスタンス パスワードを設定する必要があります。追加情報については、「Alibaba クラウドの設定」を
参照してください。
Alibaba クラウド環境への SSH キー アクセスは許可されないので、 インスタンス パスワードを次のように入力する必
要があります。
Linux の場合：root パスワードを入力します。
Windows の場合：管理者パスワードを入力します。
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Alibaba ネットワークの設定
a. インスタンス パスワードの設定
b. [NIC] セクションで、必要なサブネットを選択します。
6. 新しい導入環境を保存するには、[完了（Done）] をクリックします。

マルチサイト、マルチアカウントの制限
マルチサイト、マルチアカウントの導入は、次のシナリオではサポートされないことに注意してください。
導入システムの移行時またはレベル上げ時。追加情報については、「導入システムおよび VM の状態」を参照してください。
単一階層のアプリケーション（たとえば、リーフとインタラクティブ アプリケーション）の場合。
ベンチマーク機能を使用する場合。

マルチサイト（マルチ層）クラウドの設定
マルチサイト導入を構成して、ユーザによる N 層のアプリケーションの導入を可能にできます。その際に、各層を異なるクラウド上で設定するかまたは異なる
セグメント化ネットワーク内の同じクラウドで設定しながら、SLA 保証とデータの支配権も確実にすることができます。この機能により、異なる層に異なるクラ
ウドを使用できるようになります。

サポート対象のすべてのクラウドでマルチサイト機能がサポートされている場合（詳細なリストについては「What Is Supported?」を参
照）、[デフォルトの設定（Set Defaults）] 機能は AWS、OpenStack、および VMware クラウドでのみサポートされます。

たとえば、2 層アプリケーションで、ロード バランサとアプリケーション クラスタは、AWS や他のパブリック クラウド サービスで使用でき、データベースは
VMware などのプライベート データセンターで（ACI ありまたはなしで）使用できます。この例は、1 つの企業の 2 つの異なるデータセンター（リージョン）が、2
つの異なるクラウド ファミリとして保守されており、ユーザはそれら 2 つのデータセンターまたはクラウドに対して、アプリケーションで異なる層を導入したいと
いう場合にも当てはまります。
導入環境の [導入（Deployment）] ページで複数のクラウドが選択されている場合は、[クラウド（Cloud）] ドロップダウン リストに [ハイブリッド（Hybrid）] という
新しいオプションが表示されます。このオプションを選択すると、さまざまなインスタンス タイプを選択し、選択したクラウドの各 層に固有の、高度なクラウド/
ネットワーク設定を行うことができます。
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マルチアカウント クラウド構成
また、各アプリケーション層を、同じデータセンター内の異なるクラウド アカウント（マルチアカウント）で導入するように設定できます。[ハイブリッド（Hybrid）]
オプションでは、各層に同じクラウドと異なるクラウド アカウント を選択できます。
たとえば、データセンター管理者は、データセンター全体を収容するために単一のクラウド（VMware など）を維持しながら、さまざまな Cisco Application
Policy Infrastructure Controller（APIC）により管理される異なるセグメントの異なるクラウド ア カウントを維持できます。この場合、このアプリケーションの各
層は、それらの異なるセグメントに導入できます。データベースは、APIC1 によりさらに厳密なセキュリティ ポリシーが課されるポッドまたはセグメントに導入
することができ、AppCluster 層は、別の APIC2 によって管理される異なるポッド内に配置できます。

導入を中断しない移行
中断は、移行プロセス時のオプション設定です。この変更は、導入を中断することなく、移行をテストするために役立ちます。

[前のフェーズからの導入の一時停止（Suspend Deployment from previous phase）] チェックボックスをオンにすると（デフォルトではオフ）、アプリケーショ
ンは終了し、一時停止にはなりません。
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API の Restful JSON
Submit Job（v2）API を使用する場合は、新規導入ワークフローと関連付けられているフォームを完成させ、対応する JSON 要求本体を API とともに使用す
るために取得するという利点が追加されています。

[レストフル JSON（Restful JSON）] ボタン（または restful.json リンク）は、一般クラウドの設定の詳細が（クラウドとネットワーク設定の必要な選択を行って）
完了し、ワークフローでエラーや欠落フィールドなしで続行できるようになった場合に使用可能になります。このボタンは、投入動作前のジョブ導入ページの内
容を生成します。
このボタンは現在、N 層の導入のために表示されます。[レストフル JSON（Restful JSON）] ボタン（または restful.json リンク）をクリックすると、対応する
JSON 要求本文を示すポップアップが表示されます。REST ペ イロード全体をコピーし、それを RESTClient アプリケーションに貼り付けて、API コールを発行
できます。
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導入環境のデフォルト
概要
UI の動作
デフォルトのオプション
制限事項
デフォルト設定の構成

概要
導入環境のデフォルトは、次の機能に対応するための新機能です。
クラウドのデフォルトに関連したセキュリティを構築すると同時に、各導入環境に対する構成済みデフォルト導入設定の機能を保持します。
導入環境のデフォルトをロックすると、デフォルトが導入プロセス中にエンド ユーザにより変更されることがなくなります。
導入環境のデフォルト設定を柔軟に定義することができ、それらをロックしないことで、エンド ユーザは導入時にデフォルト値を選択できるだけでなく、
リスト内で許可されている他のすべての値も選択できます。
導入環境のデフォルト設定が定義されていない場合でも、導入時に、許可されているオプションを柔軟に選択できます。
ユーザが拡張機能プロセスの一部として提供されているネットワーク デフォルトを使用できるようにします。

UI の動作
追加情報については、「UI Behavior」を参照してください。

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

215

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

デフォルトのオプション
ジョブを起動すると、設定済みのデフォルト設定が、導入環境とクラウド アカウントに基づいて入力されます。デフォルトのいずれかが欠落していても、ジョブ
の起動時にユーザが値を入力できます。次のリソースにはどれでもデフォルトを設定できます。
インスタンス タイプ：デフォルトのインスタンスを手動で選択する必要があります。
クラウド アカウント。
デフォルトのリージョンは、ユーザがそれらのリージョンへのアクセスを許可されていなければ表示されません。
ネットワーク設定（VPC、サブネット、可用性ゾーンなど）
SSH キー

制限事項
これらのクラウドのいずれかについて [デフォルトの設定（Set Defaults）] の詳細を設定した場合、アプリケーション導入時に、cloudParams を
設定するときには、各クラウドのクラウド リージョン名とインスタンス タイプを入力するだけで済みます。

導入環境のデフォルト機能は、単一層アプリケーション（リーフやインタラクティブ アプリケーション）の場合はサポートされません。

デフォルト設定の構成
クラウドのデフォルト設定を定義するには、次の手順に従います。
1. CCM UI にアクセスし、[環境（Environments）] タブに移動します。ページが更新されて、設定済みの環境が表示されます。既存の環境を編集する
か、または新規の環境を必要に応じて追加します。
2. [環境の追加（Add Environment）] をクリックします。[新規導入環境（New Deployment Environment）] ページが表示されます。
3. [全般設定（General Settings）] セクションで、次のようにします。
a. 導入環境の [名前（Name）] を指定します。
b. （任意）説明を入力します。
c. ボタンを [オン（On）] に切り替えることで、この環境の導入には承認が必要であることを示します。
i. On：この導入環境にアプリケーションを導入するには、許可されたユーザとしての承認が必要です。
ii. Off：承認は不要です。
4. [クラウド選択（Cloud Selection）] セクションで、次のようにします。
a. 必要なクラウド リージョンのチェックボックスをオンにします。このクラウド領域は、CCO クラウド領域と同じである必要があります。
b. ドロップダウン リストから、[クラウド アカウント（Cloud Account）] を選択します。
[デフォルトのクラウド設定の定義（Define Default Cloud Settings）] をクリックします。選択したクラウド リージョンの [導入環境のデフォルト
（Deployment Environment Defaults）] ページが表示され、デフォルトで [ インスタンス タイプ（Instance Type）] セクションが示されます。
[インスタンス タイプ（Instance Type）] セクションで、エンドユーザに利用できるようにするインスタンス タイプを選択します。
このセクションに必要なインスタンス タイプが表示されない場合は、まず必ずインスタンス タイプを追加します。追加情報について
は、「Manage Instance Types」を参照してください。

VMware クラウド リージョンおよびア カウントのインスタンス タイプを選択するには、次の手順に従います。
a. 3 つの方法のいずれかを使用して、必要なインスタンス タイプを選択します。各方法は、次のタブで表示されます。
すべてのインスタンス タイプ（All Instance Types）：このタブは、構成済みのすべてのインスタンス タイプを自動的に選択します。
インスタンス タイプの範囲（Range of Instance Types）：このタブは、価格、仮想 CPU、メモリ（GB）、およびストレージ（GB）に
基づく選択範囲を使用して、インスタンス タイプをフィルタリングできます。
i. 各フィルタの範囲を拡大または縮小するには、スライダを使用します。
ii. 必要な範囲を決定したら、その範囲に合うインスタンス タイプが [使用可能なインスタンス タイプ（Available Instance
Types）] セクションに表示されます。
iii. [使用可能なインスタンス タイプ（Available Instance Types）] セクションに表示されるインスタンス タイプを 1 つ以上選択
します。複数のインスタンス タイプを選択するには、キーボード上の Shift ボタンを押しながら、各インスタンス タイプをク
リックします。
ブルー = 選択されたインスタンス タイプ。
グレー = 使用できますが、選択されたインスタンス タイプではありません。
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Single Instance Type：このタブでは、価格、仮想 CPU、メモリ（GB）、およびストレージ（GB）に基づいて、単一インスタンス タイ
プをフィルタリングできます。
i. スライダを使用して、各フィルタの要件を増減します。
ii. 必要なフィルタを決定したら、その要件に合うインスタンス タイプが [使用可能なインスタンス タイプ（Available Instance
Types）] セクションに表示されます。
b. [ハードウェア情報（Hardware Information）] でハードウェア情報をエンド ユーザに、[表示可能（Visible）] を指定して表示する（デフォルト）
かどうかを、制御スイッチを切り替えて示します。
c. [価格情報（Pricing Information）] で価格情報をエンド ユーザに、[表示可能（Visible）] を指定して表示する（デフォルト）かどうかを、制御ス
イッチを切り替えて示します。
これでクラウド リージョンとアカウントのインスタンス タイプが設定されました。
クラウドの [クラウド設定（Cloud Settings）] セクションおよび [ネットワーク設定（Network Settings）] セクションを設定します。
このセクションに必要なインスタンス タイプが表示されない場合は、まず必ずインスタンス タイプを追加します。追加情報については、
「Manage Instance Types」を参照してください。
クラウドを設定すると、[クラウド設定（Cloud Settings）] が次のようになっているかを特定する 2 つの制御オプションが使用できるように
なります。
[表示可能（Visible）]（デフォルト）：制御スイッチを切り替えて、エンド ユーザに表示可能にします。
[設定可能（Configurable）]（デフォルト）：制御スイッチを切り替えて、エンド ユーザにより設定可能にします。
導入環境のデフォルトについては、必要に応じて求められている設定に切り替えます。

VMware - クラウドとネットワークの設定

VMware クラウドの設定
次のフィールドは、VMware クラウド リージョンに使用できます。
クラウド固有の追加情報については、「VMware の構成」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
次の表に示されている各フィールドのドロップダウン リストから、必要なオプションを選択します。
フィールド

説明

データセン
ター

必須作業です。vSphere のデータセンター オブジェクトの名前。

クラスタ

必須。VM を導入する、vSphere のこのデータセンター仮想環境内のサーバ グループの名前。

データストア

vSphere からの DataStores（DS）のリスト。CloudCenter 4.8.0 以降、DRS が無効であれば、データストア クラス
タと DS の両方を選択できます。DRS の状態に応じて、データストア クラスタの選択は次のようになります。
無効である：ドロップダウン メニューからデータストア導入環境を選択します。または DS を未選択のままとし
て、CloudCenter プラットフォームがランダムに選択できるようにします。
有効である：データストア ドロップダウンは無効であり、ユーザと CloudCenter プラットフォームのどちらも選
択はできません。

リソース
プール

VM 間のリソース割り当ての管理に使用されるデフォルトのコンピューティング リソース。インスタンスを導入する必
要がある vSphere からのデフォルトのソース プール名を使用します。

ターゲット導
入フォルダ

管理および VM 導入用の同じタイプのオブジェクトをグループ化するために使用されるデフォルト フォルダ。
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Enable Full
Clone

クラウド リージョンのコールアウトまたは属性に変更を加えると、変更を有効にするために CCO を再起動
する必要があります。
VMware クラウド環境のイメージを設定するときに VM テンプレート使用する場合は、次の設定に注意してください。
設定

説明

Full
Clone

VM テンプレートにマッピングされたイメージを選択する場合に使用します。
フル複製操作は送信元 VM または VM テンプレートに対して実行され、複製した VM は、指
定したデータストアまたはデータストア クラスタ上に置くことができます。
フル複製オプションは、スナップショットおよび VM テンプレートのどちらにも使用できます。

Linked
Clone

イメージがスナップショットにマップされる場合に使用します。
vSphere に（CloudCenter のスナップショットを保存するための）フォルダを追加し、
CliqrTemplates という名前を付け、このスナップショットを CliqrTemplates フォルダに追
加します。

スナップショットを使用している場合は、[リンク クローン（Linked Clone）] と [フル複製（Full Clone）] のどちらも設
定できます。追加情報については、「Configure Image IDs」を参照してください。
これらの設定を構成するには、VMware で次のエンティティが構成済みである必要があります。
VMware クラスタ
データストア クラスタ
CloudCenter プラットフォームで複製設定を構成するには、[フル複製の有効化（Enable Full Clone）]（リンク ク
ローン）チェックボックスを選択します。
フル複製設定

説明

オン

CloudCenter は VM のディスクの完全な複製を作成します。
ルート サイズがテンプレートと同じサイズを反映している場合は、インスタンスが稼
働状態になったら、パーティションのサイズを必ず変更してください。

未選択（デフォ
ルト）
ルートディスク
のサイズ変更
可能

CloudCenter はシン クローンを作成します。これは処理は速くなりますが、元の VM ディスク
が元の場所でアクセス可能であることを前提とします。

[複製モード（Cloning Mode）] が [完全複製（Full Clone）] に設定されている場合には、[ルート ディスク
サイズ変更可能（Root Disk Resizable）] のみを選択できます（フル複製の有効化（Enable Full
Clone） = 選択済み）。
この機能は、VMware VM に対してのみ使用できます。
CloudCenter プラットフォームは、OS タイプに基づいてルート ディスク サイズを指定するために、構成可能な設定
により VMware VM のルート ディスクのサイズを変更する機能を提供します。この設定は、データ ストア クラスタ
の設定に似ています。
最初に VM をプロビジョニングするときに、各 VM のインスタンス タイプ設定の基本 OS ディスク サイズを定義でき
ます。デフォルトの VM には、ベース（ルート）OS ディスクと一時ディスクが含まれます。一部の企業には、両方の
ディスクではなく 1 つのディスクのみを使用するという要件が存在する場合があります。
VM ルート ディスク サイズは増やす操作だけが可能で、減らすことはできません。新しいルート ディスク
サイズは、デフォルトのルート ディスク サイズよりも小さくしてはなりません。
たとえば、ルート ディスクのサイズが 250 GB であれば、インスタンス タイプは、250 GB よりも大きくな
るようにのみサイズ変更できます。この場合、インスタンスのサイズは 250 GB 未満にはできません。

新しい導入のルート ディスクのサイズを変更するには、次の手順を実行します。
a. CCO VM にログ インします。
b. 次のコマンドを発行します。
touch /usr/local/osmosix/etc/.isRootDiskResizable
c. Tomcat サービスを再起動します。
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VMware ネットワークの設定
a. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンド ユーザは事前設定されている ACI 拡張の使用を許可されません。
i. [NIC] セクションで、ネットワークを選択します。NIC 設定の追加情報については、「IP 割り当てモード」を参
照してください。
ii. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
ON：エンド ユーザは事前設定されている ACI 拡張の使用を許可されます。
i. 必要な拡張機能を選択します。その他のフィールドの、対応するオプションは、ドロップダウン リストに表示
されます（追加情報については、「Extensions」を参照）。
ii. ドロップダウン リストから [APIC 拡張（APIC Extension）] を選択します（追加情報については、
「Extensions」を参照）。
iii. フィルタリングされたドロップダウン リストから、この APIC 拡張機能に関連付けられている APIC Virtual
Machine Manager（VMM）を選択します。
iv. この APIC 拡張機能に関連付けられている [APIC テナント（APIC Tenant）] を、フィルタリングされたドロッ
プダウン リストから選択します。
b. [NIC] セクションで、ネットワークを選択します。
[VMware] を選択した場合は、[NIC] セクションで [ネットワーク（Network）] を選択します。NIC 設定の追加情報につ
いては、「IP 割り当てモード」を参照してください。
[Cisco ACI] を選択した場合は、[エンド ポイント グループ（EPG）タイプ（End Point Group (EPG) Type）] フィールド
でタイプを選択します。
i. [既存 EPG（Existing EPG）]：このタイプを選択した場合は、既存の EPG（ブリッジ ドメインの 1 つに接続済
み）を、このタイプを選択すると表示される [既存 EPG（Existing EPG）] ドロップダウンからさらに選択する
必要があります。
ii. [新規 EPG（New EPG）]：このタイプを選択した場合は、[ブリッジ ドメイン（Bridge Domain）] ドロップダウン リ
ストから既存のブリッジ ドメイン（この EPG が接続しなければならない）をさらに選択する必要があります。
iii. [ブリッジ ドメイン テンプレート（Bridge Domain Template）]：追加情報については、「Extensions」を参照し
てください。
c. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。

SSH オプション
追加情報については、「SSH オプション」を参照してください。
AWS：クラウドとネットワークの設定
AWS サブネットと導入のニュアンス
AWS ネットワーク設定でのピニング動作

導入環境のデフォルトを AWS に対して設定する場合は、次のニュアンスに注意してください。
最初の NIC（NIC1）に複数のサブネットを選択するオプションがあり、それらのサブネットの中で 1 つのサブネットを
ピニングできます。ピニングされたサブネットは、この VM のデフォルト ネットワークになります。
後続の NIC（NIC2、NIC3 など）は、最初の NIC のピニングされたサブネットの可用性ゾーンに属するサブネットの
みをリストします。例で、NIC1 では、ピニングされたサブセットは可用性ゾーン us-west-1b に属し、後続の NIC は
最初の NIC の us-west-1b ゾーンに属するサブネットのみをリストします。
複数の NIC が異なるゾーンにまたがることはありません。
AWS 可用性セットの動作

ジョブ導入時に次のものを起動したとします。
クラスタ化された VM セットアップのサブネット セットは、ジョブ ペ イロードとして渡されます。
単一の VM セットアップを起動すると、VM はピニングされたサブネットとして起動します。

AWS クラウドの設定
[インスタンス プロファイル（Instance Profile）] フィールドは任意です。AWS クラウド アカウントで設定されているインスタンス プロ
ファイルに使用されている Amazon リソース名（ARN）を指定します。インスタンス プロファイル名を指定すると、CloudCenter プ
ラットフォームは、対応するインスタンス プロファイルに関連付けられた IAM 役割内で VM を起動します。
クラウド固有の詳細は、「AWS の構成」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
この設定の構成の追加情報については、「可用性セットとゾーン」を参照してください。
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AWS ネットワークの設定
a. [VPC] フィールドでドロップダウン リストから必要なオプションを選択します。追加情報については、「AWS の構成」を参照して
ください。
b. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
c. [NIC] セクションで必要な [ネットワーク（Network）] を選択します。
d. [NIC] セクションの [プライベート IP 割り当て（Private IP Allocation）] モードはデフォルトで [DHCP] に設定されます。DHCP
の方法では、サーバの起動時に IP を DHCP サーバによりインスタンスに割り当て可能です。この IP アドレスは、サーバの
ブート アップ後に判明します。NIC 設定の追加情報については、「IP 割り当てモード」を参照してください。
e. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
OpenStack：クラウドとネットワークの設定

OpenStack クラウドの設定
次のフィールドは、OpenStack クラウド リージョンに使用できます。
クラウド固有の追加情報については、「OpenStack の設定」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
フィールド

説明

クラウド
テナント

複数の OpenStack テナントは、CloudCenter プラットフォームでクラウド ア カウントを共有します。導入時に、
CloudCenter プラットフォームでユーザは必要な OpenStack テナントを選択できます。OpenStack コンソールでア
クセス キー ペアを作成して、ジョブの実行時に CloudCenter プラットフォームを使用してそれらのキー ペアを表示
できます。
この場合、テナント名とテナント ID は、CloudCenter プラットフォームにではなく、OpenStack クラウドに固有です。
追加情報については、「OpenStack の設定」を参照してください。

可用性
ゾーン

このリージョンのデフォルトまたは追加（あるいはその両方）の可用性ゾーン。追加情報については、「可用性セット
およびゾーン」を参照してください。

OpenStack ネットワークの設定
a. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
b. [NIC] セクションで必要な [ネットワーク（Network）] を選択します。
c. [NIC] セクションで、[プライベート IP 割り当て（Private IP Allocation）] モードを選択します。NIC 設定の追加情報については、
「IP 割り当てモード」を参照してください。
i. DHCP：（デフォルト）この方法では、サーバの起動時に、IP が DHCP サーバによりインスタンスに割り当てられます。
この IP アドレスは、サーバのブート アップ後に判明します。
ii. Preallocate IP：この方法によって、サーバの起動前に、クラウド インフラストラクチャの IP 割り当てを動的に入力で
きます。
d. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
AzureRM：クラウドとネットワークの設定

AzureRM クラウドの設定
AzureRM クラウド リージョンがポータルにアクセスするために、次のフィールドを設定します。
クラウド固有の追加情報については、「Azure の設定」を参照してください。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
フィールド

説明

リソース
グループ
（Resource
Group）

CCO と同じリージョン。

ストレージ
アカウント

2 つのストレージ アカウントを作成する理由は、一部のインスタンス タイプ（たとえば、Standard_DS1、
Standard_GS1）は、プレミアム ストレージ ア カウントを使用してパフォーマンスを向上させることもできれば、標準
ストレージ アカウントを使用することもできるからです。その他のインスタンス タイプは、標準ストレージ アカウント
のみを使用できます。
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CloudCenter ユーザは、Azure コンソール内の複数の場所から Azure Resource Manager が提供する診断を表
示できます。メトリックとログは、関連するストレージ アカウントに保存されます。

診断

Microsoft には、メトリックの収集方法（時間間隔）を決定し、収集するメトリックを指定する複数の設定があります。
CloudCenter は、Microsoft のデフォルト設定を使用します。
可用性セット
の有効化

クラスタ内のすべての VM は、同じサブネットに配置されます。同じ可用性セット内では、すべての VM が同じサブ
ネットに配置されます。可用性セットを有効にしない場合、可用性セットは作成されません。高可用性を確実にする
ために、障害/更新ドメイン内での VM の配置は、別のドメインの場合のように保証されてはいません。追加情報に
ついては、「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。

仮想ネット
ワーク

リソース グループと CCO の場所に基づきます。

AzureRM ネットワークの設定
a. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
b. [NIC] セクションで、必要なサブネットを選択します。
c. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
Azure：クラウドとネットワークの設定

Azure クラウドの設定
Azure クラウド リージョンの仮想ネットワークを設定する必要があります。追加情報については、「Azure の設定」を参照してください。

Azure ネットワークの設定
a. エンド ユーザが事前設定された設定値を使用することを許可するかどうかを決定するために、[可視性（Visibility）] スイッチを
切り替えます。
OFF：（デフォルト）エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることは許可されません。
ON：エンドユーザはパブリック IP と NIC を関連付けることが許可されます。
b. [NIC] セクションで、必要なサブネットを選択します。
c. 必要に応じて、さらに NIC を追加します。
Google：クラウドとネットワークの設定

Google クラウドの設定
次のフィールドは、Google クラウド リージョンに使用できます。
デフォルトの設定については、「導入環境のデフォルト」を参照してください。
この機能を使用してアプリケーションを導入するには、「Environments」を参照してください。
フィールド

説明

ゾーン（Zone）

このリージョンに対して開始されるデフォルトまたは追加（あるいはその両方）のゾーン。追加情報については、
「可用性セットおよびゾーン」を参照してください。

プロジェクト
（Project）

ネットワークを選択できるプロジェクトのリスト。
XPN ネットワークを使用している場合には、次のオプションがあります。
XPN に関連付けられている ホスト プロジェクトを選択します。
XPN に関連付けられているサービスまたは ホスト プロジェクトを選択します。

ネットワークの一覧を絞り込むためのプロジェクトのリストが表示されます。アプリケーション インスタ
ンスは、クラウド アカウントに関連付けられているプロジェクトに展開されます。
ネットワーク
マッピング
リソース検証の
有効化
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Google ネットワークの設定での割り当て時に CloudCenter で作成したネットワークの名前（次のセクションを
参照）。
スイッチを [はい（YES）] に切り替えてリソース検証を有効にします。
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Google ネットワークの設定
NIC 構成および簡易ネットワーク構成は、ネットワークとサブネットワークの両方で利用できます。CloudCenter プラットフォームでは、
単一の NIC 構成のみをサポートします。
a. Google クラウドから取得した次のいずれかの構成済みネットワークを選択します。
非レガシー ネットワーク：必要なネットワークを選択し、次にそのネットワーク内に含まれているサブネットワークベー
スの Google プロジェクト（または CloudCenter 固有の XPN ホスト プロジェクト）を選択します。

レガシー ネットワーク：レガシー ネットワークを選択します。サブネットワーク選択はできません。

b. NIC セクションのパブリック IP であるかどうかを示すには、このチェックボックスを選択します。追加情報については、「IP 割り
当てモード」 > 「Cloud 固有の微妙な違い」 > 「Google」を参照してください。
Alibaba：クラウドとネットワークの設定

Alibaba クラウドの設定
Alibaba クラウド リージョンのインスタンス パスワードを設定する必要があります。追加情報については、「Alibaba クラウドの設定」を
参照してください。
Alibaba クラウド環境への SSH キー アクセスは許可されないので、 インスタンス パスワードを次のように入力する必
要があります。
Linux の場合：root パスワードを入力します。
Windows の場合：管理者パスワードを入力します。
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Alibaba ネットワークの設定
a. インスタンス パスワードの設定
b. [NIC] セクションで、必要なサブネットを選択します。
5. [SSH オプション（SSH Options）] セクションで、次のフィールドを設定します（追加情報については、「SSH オプション」を参照）。
a. この導入環境の認証キーの一部として、ユーザがパブリック キーまたはプライベート キーを提供する必要があることを示すには、[SSH
キーの割り当て（Assign SSH Key）] チェックボックスをオンにします。
b. ユーザがこの導入環境のインスタンス間の SSH を許可されているかどうかを示すには、[プライベート キーの維持（Persist the Private
Key）] チェックボックスをオンにします。
6. 導入環境のデフォルト設定を保存するには、[完了（Done）] をクリックします。

アクセス コントロール リスト
概要
ACL 管理型リソース
ACL リソースのデフォルト権限
ACL 管理型アクセス許可
権限のカテゴリ
デフォルトの ACL リソース権限
UI と API の違い
UI 設定

概要
アクセス コントロール リスト（ACL）により、API リソースを変更/表示できます。リソースは、固有の ID と対応のリソース名を使用して識別されます。ACL 機能で
はすべてのリソースがサポートされているわけではありません。サポート対象であるリソースのリストは、下記の「ACL 管理対象リソース」を参照してください。
リソースに対する管理権限（perms）を持つユーザは、ACL 管理 API を使用してそのリソースの ACL を表示/変更できます。
View ACL Resource Details
Update ACL Resource Details

ACL 管理型リソース
次の表は、ACL 機能によりサポートされるリソースと、リソースの追加情報を記載している対応ページを示しています。この情報は、CloudCenter API により
使用される resourceName 属性と同じです。
resourceName

説明：ACL により管理される CloudCenter リソース の ID。サポートされる ACL 管理対象リソースは、列挙としてリストされます。
タイプ：列挙型
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列挙型

説明

POLICY

「Policy Management」 > 「Scaling Policies」を参照してください。
「Policy Management」 > 「Aging Policies」を参照してください。

ACTION_POLICY

「Policy Management」 > 「Action Policies」を参照してください。

PUBLISHED_APP

「Application Tasks」 > 「Publish to Marketplace」を参照してください。

DEPLOYMENT_ENVIRONMENT

「Deployment Environment」を参照してください。

APPLICATION

「Application Profile」を参照してください。
アプリケーションのモデリング
プロファイルのインポートによるアプリケーションのモデリング

REPOSITORY

「アーティファクト リポジトリの作成と共有」を参照してください。

CLOUD_ACCOUNT

「Configure Cloud(s)」を参照してください。

SYSTEM_TAG

「System Tags」を参照してください。

SECURITY_PROFILE

「Security and Firewall Rules」を参照してください。

SERVICE

「Manage Services」を参照してください。

LINK_TO_PARENT

「Federated CCM Management」を参照してください（CloudCenter 4.8 以降）。

LINK_TO_CHILD
CUSTOM_ACTION

「Policy Management APIs」 > 「Custom Actions」を参照してください。

PROJECT

「Manage Projects and Phases」を参照してください。

IMAGE

「Manage Images」を参照してください。

DISTRIBUTED_JOB

「Deployment Environments」 > 「Sharing Deployments」を参照してください。

EXTENSION

「Extensions」を参照してください。

ACI_EXTENSION

「ACI」を参照してください。

ACTION

「Actions Library」を参照してください（CloudCenter 4.8 以降）。

VIRTUAL_MACHINE

「VM Management」を参照してください（CloudCenter 4.8 以降）。

ACL リソースのデフォルト権限
権限は CloudCenter によって厳密に管理されており、すべての権限がすべてのリソースに適用できるわけではありません。検証エラーは、次の場合に受け
取ります。
特定のリソースに適用できない権限を適用した場合。
たとえば、move_in と move_out は、導入環境にのみ適用されます。この 2 つの文字列のどちらかを他のリソースに適用すると、検証エラーを受け
取ります。
perms アレイにリストされていないランダム ストリングを適用した場合。たとえば、readwrite などの独自の権限値を割り当てると、検証エラーを受け
取ります。
インポート済み VM にデフォルトがない場合。

ACL 管理型アクセス許可
この情報は CloudCenter API によって使用される perms 属性と同じであるため、ここでは同じ情報が含まれています。
perms

説明：ACL により管理される CloudCenter リソース の権限。
タイプ：文字列のアレイ

Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

224

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

resourceName 権限

execute

列挙型

read write
create delete
administration

POLICY

○

○

ACTION_POLICY

○

PUBLISHED_APP

○

DEPLOYMENT_ENVIRONMENT

○

○

APPLICATION

○

○

REPOSITORY

○

CLOUD_ACCOUNT

○

SYSTEM_TAG

○

SECURITY_PROFILE

○

SERVICE

○

CUSTOM_ACTION

○

PROJECT

○

IMAGE

○

MANAGE_EXPORT

○

○

MANAGE_IMPORT

○

○

move_in
move_out
access
approve
authorize

manage

○

○

notify

○
○

権限のカテゴリ
権限は次のカテゴリに分類されています。
権限のカテゴ
リ（id および
per ms）

説明

ユーザ

ユーザは、テナント管理者、レベル上げされた管理者、共同管理者、ルート管理者、または標準管理者になることもできます。
各ユーザはユーザ ID で識別され、権限は指定されたリソースのユーザ ID に付与されます。
perms アレイを、このユーザに提供されている特定の権限（列挙）で設定します。

ユーザ グ
ループ

1 人以上のユーザの集合。グループが 10 人以上のユーザで構成されていると、10 ユーザすべてに、グループ権限に基づく権限が
割り当てられます。
各グループはグループ ID で識別され、権限は指定されたリソースのグループ ID に付与されます。
将来のユーザを追加すると、追加されたユーザは、他の 10 人のユーザがこのグループのメンバーになることですでに持っているも
のと同じ権限を受け取ります。このグループからユーザを削除すると、削除されたユーザはそのグループに対する権限を持たなくな
ります。

テナント
ユーザ

このテナントに属しているすべてに権限が割り当てられます。
各テナントはテナント ID で識別され、権限は指定されたリソースのテナント ID に付与されます。

テナントとサブ
テナント

テナント レベルの権限を、このテナントレベルの下（階層の下）のいずれかのレベルにあるすべてのサブテナントと、それらの各サブ
テナント内のすべてのユーザに拡張します。
各テナントはテナント ID で識別され、権限は指定されたリソースのテナント ID に付与されます。

デフォルトの ACL リソース権限
次のデフォルトの権限は、各 ACL リソースが作成された後にそれらのリソースに自動的に付与されます。
ユーザ権限は、リソースを作成したユーザに付与されます。
テナントの権限は、次の対象に付与されます。
ログイン ユーザが属するテナントのすべてのユーザ。
リソースを作成したユーザのテナントで始まるサブテナント階層内のすべてのユーザ。

ベンダーやテナントに対して指定されていない場合、デフォルトの権限はそのレベルでは使用できません。
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権限（Permissions）

ユーザ（User）

ベンダー
（Vendor）

POLICY

read
write
create
delete
administration
execute

ACTION_POLICY

read
write
create
delete
administration

PUBLISHED_APP

read
write
create
delete
administration

DEPLOYMENT_ENVIRONMENT

read
write
create
delete
administration
execute
move_in
move_out
approve
authorize
manage

APPLICATION

read
write
create
delete
administration
execute

REPOSITORY

read
write
create
delete
administration

CLOUD_ACCOUNT

read
write
create
delete
administration

SYSTEM_TAG

read
write
create
delete
administration

READ

SECURITY_PROFILE

read
write
create
delete
administration

READ

SERVICE

read
write
create
delete
administration

READ

CUSTOM_ACTION

read
write
create
delete
administration

PROJECT

read
write
create
delete
administration
notify
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IMAGE

read
write
create
delete
administration

NODE_STATUS_DEFINITION

read
write
create
delete
administration
execute

UI と API の違い
UI と API との間の ACL 設定の相違：
UI：テナント階層で、複数の権限の組み合わせがある複雑な階層を使用している場合、UI は現行レベルの権限のみを表示します。親テナントと子テ
ナントの権限は、ログ インしたユーザには表示されません。
API：API ユーザは、テナント階層でのそのユーザのレベルに関係なく、すべてのレベルの権限を表示または変更できます。唯一の前提条件は、ロ
グイン ユーザがそのリソースに対する管理 perms を持っているということです。
テナント所有者であれば、サブテナント組織とそのすべてのユーザに任意の権限を同時に提供できます。

UI 設定
テナントおよびサブテナント ユーザへのアクセスを提供する場合、必要なサービスの [共有（Share）] ポップアップにアクセスし（CCM UI > [管理（Admin）] >
[サービス（Services）] > [マイサービス（MyService）] > [共有（Share）] ドロップダウン）、ポップアップの [テナント（Tenants）] タブをクリックし、[マイ テナントと
サブテナント（My Tenants & Sub-Tenants）] チェックボックスをオンにして、階層全体へのアクセスを提供します。
テナントは 1 つのみ選択することもできます（1 つのテナントのみを付与し、そのサブテナントは付与せず、そのテナントのみへのアクセスを提供する場合）。

層に複数のボリュームをアタッチする
概要
ノードの再起動動作
設定可能な音量属性
Size
タイプ
Azure タイプのニュアンス
AWS タイプのニュアンス
IOPS
UI 設定オプション
API 設定オプション

概要
N 層のアプリケーションのすべての層タイプに複数のボリュームをアタッチできます。各ボリュームにサイズを指定する必要があります。オプションでボリュー
ム タイプを設定できます。
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ノードの再起動動作
ノードを再起動するか、またはアプリケーションを導入する際に、適切なボリューム（トポロジ モデラー > [プロパティ（Properties）] タブで定義）が接続されま
す。たとえば、ノード 1 にボリューム V1 と V2 があり、ノード 2 にボリューム V3 と V4 がある場合、再起動時に、同じボリュームの組み合わせ（ボリューム数、
サイズ、およびタイプ）がノードに接続されます。

設定可能な音量属性
Size
Size は、必須のボリューム情報属性です。

タイプ（Type）
Type は、任意のボリューム情報属性であり、この項で示されている AWS クラウド インスタンスの値のみを提供します。他のクラウド インスタンスの場合、デ
フォルトのボリューム タイプが使用されます。

Azure タイプのニュアンス
CloudCenter 4.8.0.1 より前には、ストレージ アカウントを作成し、そのアカウントを使用してインスタンスのストレージを作成できました。Azure の管理対象
ディスクの導入により、CloudCenter 4.8.0.1 以降の導入時には、3 つの事前定義されたディスク サイズの 1 つを選択できるようになりました。
[ボリューム数（Number of Volumes）] フィールドには、後述の「UI 設定オプション」に示すデフォルトのボリューム サイズが事前に取り込まれます。
事前定義タイプを Azure RM ベースの導入環境に割り当てる必要がある場合は、[ボリューム数（Number of Volumes）] フィールドに 0（ゼ
ロ）が表示されていないことを確認します。
Azure クラウド インスタンスは、Type 属性に対して次の値の 1 つを表示します。
Premium（Managed）
Standard（Managed）
Unmanaged

AWS タイプのニュアンス
AWS クラウド インスタンスは、Type 属性に対して次の値の 1 つを表示します。
磁気
汎用（SSD）
プロビジョニングされた IOPS（SSD）

IOPS
入出力操作毎秒（IOPS）は、オプションのボリューム情報属性です。この属性は、Type 属性がプロビジョニングされた IOPS（SSD）値を表示する場合にのみ
適用されます（「ジョブの実行」を参照）。プロビジョニングされた IOPS と要求されたボリューム サイズの比率は、最大で 30 にすることができます。つまり、
3000 の IOPS を備えたボリュームは、少なくともサイズが 100GB でなければなりません。
プロビジョニングされる IOPS（SSD）ボリュームは、サイズを 4GB ～ 16TB、および IOPS を 100 ～ 20000 の範囲にすることができます。

UI 設定オプション
N 層のアプリケーションをモデル化するときには、各層に接続するボリューム数と、トポロジ モデラーの [プロパティ（Properties）] タブの [全般設定
（General Settings）] フィールドで、各ボリュームのデフォルト ボリューム サイズを指定します。選択したクラウドにボリューム タイプがない場合、デ
フォルトのボリューム サイズは、このアプリケーションの実行中に取り込まれます。
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アプリケーションの導入時に、特定の層に接続する各ボリュームに、ボリューム情報（サイズ、タイプ、IOPS）を指定できます。アプリケーションをモデ
ル化するときに指定されたデフォルトのボリューム サイズには、値が取り込まれます。デフォルトでは、一部のサービスにのみ、設定済みで接続され
る永続ディスク ボリュームがあります。必要に応じて、この時点でデフォルト ボリューム サイズを変更できます。

AWS のボリューム タイプを選択します。

AWS 導入環境のルート ボリューム サイズは、UI または Submit Job（v2）API のいずれかを使用して設定できます。
t1 や m1 シリーズなどの旧世代の AWS インスタンス タイプは、ルート ボリュームのサイズ変更をサポートしていません。

AWS 導入環境のルート ボリュームのサイズをさらに拡大する場合は、CloudCenter インスタンス タイプを使用します。インスタンス ストア
に加えてストレージが提供されますが、これは AMI のルート ボリューム サイズより大きくなければなりません。ゼロに設定すると、AMI の
ルート ボリューム サイズが使用されます。
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ルート ボリューム サイズ = 0（ゼロ）値：旧世代のインスタンス タイプに対しては、ルート ボリューム サイズを 0 に設定します。このゼロの
設定では、デフォルトで、AMI のルート ボリューム サイズを使用します。
ルート ボリューム サイズ = 非ゼロ値：
各ルート ボリュームに対して、汎用 SSD タイプ オプションが自動的に選択されます。
ルート ボリューム サイズは必ず、AMI に指定されたサイズよりも大きくし、かつ汎用 SSD に対して AWS によりサポートされるサ
イズよりも小さくしてください。

API 設定オプション
Submit Job（v1）および Submit Job（v2）API の volumeInfos 属性および rootVolumeSize 属性を参照してください。

ポリシーの管理（Policy Management）
ポリシーについて
アクション ポリシー
アクション ポリシーの追加
スケーリング ポリシー
スケーリング ポリシーの追加
エージング ポリシー
エージング ポリシーの追加
ポリシーのガイドライン

ポリシーについて
ポリシーにより CloudCenter プラットフォームは、特定のイベントや状態が発生すると、設定されたアクティビティを実行します。たとえばクラウドがダウンした
場合に、ポリシーにより CloudCenter プラットフォームに、指定の管理者に電子メール アラート メッセージを送信させることができます。[ポリシー（Policies）]
ウィンドウを使用して、次のタイプのポリシーを設定します。
アクション ポリシー：指定されたイベントが発生したときに、CloudCenter プラットフォームに、電子メール メッセージを送信したり、Web サービスを
呼び出したり、コマンドまたはスクリプトを実行したり、それらのアクティビティの組み合わせを任意の回数実行したりさせます。
スケーリング ポリシー：これにより CloudCenter プラットフォームは、1 つ以上の指定条件が発生したときに、ポリシーに関連付けられている各アプ
リケーション導入層の VM リソースを増減します。
エージング ポリシー：これにより、CloudCenter プラットフォームは、そのポリシーが関連付けられている導入システムを指定の期間実行した後に一
時停止し、場合によっては終了します。
カスタム アクションは、新しい [アクション ライブラリ（Actions Library）] タブで定義されるようになりました。
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アクション ポリシー
アクション ポリシーにより CloudCenter プラットフォームは、指定のリソースに対する指定のイベントが発生したときに、1 つ以上の設定済みのアクティビティ
を実行します。このアクティビティは、次のいずれかになります。
電子メール：指定の件名と本文の電子メール メッセージを、指定の宛先（複数可）に送信します。
Web サービスの呼び出し：指定した Web サービス リクエストを実行します。
コマンドの実行：アプリケーション VM 上で指定したコマンドまたはスクリプトを実行します。
アクション ポリシーを管理するには、CCM UI メイン メニューで [ポリシー（Policies）] をクリックして、次に [アクション ポリシー（Action Policies）] リンクをク
リックすると、[アクション ポリシー（Action Policies）] ページが表示されます。
[アクション ポリシー（Action Policies）] ページには、設定済みのアクション ポリシーがリストされ、次のタスクを実行できます。
タスク

説明

新しいアクション
ポリシーを追加
します。

[アクション ポリシーの追加（Add Action Policy）] リンクをクリックします。
詳細は、「アクション ポリシーの追加」（このページ）を参照してください。

既存のアクション [名前（Name）] 列でポリシー名をクリックします。
ポリシーの設定
ポリシーの [表示（View）] ページが表示されます。詳細は、「アクション ポリシーの追加」（このページ）を参照してください。
を表示します。
既存のアクション ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [このポリシーを編集（Edit this Policy）] アイコンをクリックします。
ポリシーの設定
ポリシーの [編集（Edit）] ページが表示されます。更新可能なフィールドの説明については、「アクション ポリシーの追加」（このページ）
を更新します。
を参照してください。更新したら、[編集（Edit）] ページで [保存（Save）] ボタンをクリックして変更を保存します。
アクション ポリ
シーを有効ま
たは無効にし
ます。

ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [オン/オフ（ON/OFF）] トグル ボタンをクリックします。
緑色の [オン（ON）] ボタンは、対応するポリシーが有効であることを示します。ポリシーが有効であると、設定済みのイベント発生時に
実行されます。

アクション ポリ
シーの権限を設
定します。

ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [このポリシーを共有（Share this Policy）] アイコンをクリックします。

アクション ポリ
シーを自動的に
有効化します。

このポリシーをすべての共有ユーザとサブテナントに自動的に有効にする必要がある場合は、[共有ユーザの自動有効化（Auto
Enable for shared users）] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「Policy Permissions」を参照してください。

このポリシーを他のユーザと共有している場合、共有ユーザに割り当てられているのが管理権限であれば、そのユーザはこ
のポリシーをオフにすることしかできません（「ポリシー権限」を参照）。
[自動有効化（Auto Enable）] チェックボックスをオンにすると、このポリシーをすべての共有ユーザとサブテナントに自動的に適用する
必要がある場合にオンにする、[ユーザがこのポリシーを無効にすることを制限する（Restrict users from disabling this Policy）] チェッ
クボックスも使用できるようになります。
アクション ポリ
シーを削除し
ます。

ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [このポリシーを削除（Delete this Policy）] アイコンをクリックします。

アクション ポリ
シー実行の履歴
を確認します。

ポリシー リストの右下にある [アクション実行履歴（Action Execution History）] リンクをクリックします。
[ユーザ定義のポリシー実行（User Defined Policy Executions）] ページが表示されます。このページは、実行された各ポリシーを新し
い順にリストしています。各ポリシーについて、ページでは、実行のローカル日時、ポリシーの名前、およびポリシーが適用されたリソー
スの名前が表示されます。ポリシーやエンティティの名前をクリックすると、ポリシーやリソースの詳細を表示できます。

アクション ポリシーの追加
アクション ポリシーを追加する場合は、指定する構成設定に基づいて、新しいポリシーを作成します。アクション ポリシーを追加するには、次の手順を実行し
ます。
1. [アクション ポリシー（Action Policies）] ページで、[アクション ポリシーの追加（Add Action Policy）] リンクをクリックします。[新しいアクション ポリ
シーの追加（Add a New Action Policy）] ページが表示されます。
2. [名前（Name）] フィールドに、簡潔で一意の説明的なポリシー名を入力します。
3. （任意）[説明（Description）] フィールドに、ポリシーの簡潔な説明を入力します。
4. [実行対象（Execute For）] ドロップダウン リストから、設定されたイベントが発生したときにポリシーを課すリソースを選択します。
5. [対象イベント（On Event）] ドロップダウン リストから、設定済みのリソースに影響を与えるとポリシーを実行するイベントを選択します。追加情報に
ついては、eventName を参照してください。
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6. [アクション タイプ（Action Type）] ドロップダウン リストから、実行時にポリシーが取るアクションを選択します。選択可能なアクション タイプは、選択
したリソースとイベントの組み合わせによって異なります。
a. 選択したアクション タイプに対して表示されるフィールドに、次のように情報を入力します。情報を入力すると、ページ右上の [使用可能な変
数（Available Variables）] セクションに説明されている変数を組み込み、電子メール メッセージ、Web サービス要求、コマンド、または動的
情報があるスクリプトをカスタマイズできます。
アクション
タイプ

説明

E メール

表示される [宛先（To）]、[Bcc]、[件名（Subject）]、および [本文（Body）] の各フィールドに、必要に応じて情報を入力し
ます。

Web サービ
スの呼び出し

表示される [Web サービス URL（Web Service URL）]、[Http 要求タイプ（Http Request Type）]、[コンテンツ タイプ
（Content Type）]、[コマンド パラメータ（Command Params）]、および [本文（Body）] フィールドに、必要に応じて情報
を入力します。追加情報については、「パラメータの使用」 > 「パラメータ タイプ」を参照してください。

コマンドの
実行

目的のコマンドまたはスクリプトを、[コマンド/スクリプト（command/script）] フィールドに入力します。
スクリプトまたはコマンド アクション タイプをグローバルに指定すると、それらのグローバル ポリシーはすべてのジョブ/
導入環境で実行されます。それらのグローバル ポリシーは、たとえば、ジョブ/導入環境が再開または導入済み 状態に
なる場合など、特定の状態の変化に基づいて実行されるように設定することもできます。これらの状態に達すると、この
ジョブ/導入環境のすべての VM が実行対象になります。

新しい展開の クラウド バースト設定用に、宛先の導入環境でクラウド専用のデフォルトを設定します。
開始
クラウド バースティング ポリシーを使用しているときに、宛先ジョブでは、導入環境のインスタンス タイプとネットワーク
デフォルトが使用されることに注意してください。このアクション タイプでは他の選択もできますが、クラウド バースティン
グ ポリシーは、次の設定を使用する場合にのみ適用されます。
Execute for = Application Deployment:
On Event = Maximum cluster size limit
Action Type = Launch a new deployment
宛先の開発環境のデフォルトで複数のインスタンス タイプを設定した場合、CloudCenter プラットフォームはその最初
のインスタンス タイプを選択します。
b. （任意）別のアクションを指定するには、[アクション タイプ（Action Type）] ドロップダウン リストの下にある [+] アイコンをクリックし、表示さ
れる新しい [アクション タイプ（Action Type）] ドロップダウン リストからアクションを選択し、それから上記の手順での説明に従って情報を入
力します。
7. アクションは必要なだけ追加できます。
アクションを削除するには、削除するアクションに対して、[アクション タイプ（Action Type）] ドロップダウン リストの下にあるごみ箱 アイコンをクリック
します。（このアイコンは最初のアクションには使用できません。）
8. [保存（Save）] ボタンをクリックします。
ポリシーは実行する前に有効にしておく必要があります。ポリシーを有効にするには、[アクション ポリシー（Action Policies）] 上にあるその
[ON/OFF] トグル ボタンをクリックし、ボタンに [ON] が表示されていることを確認します。

スケーリング ポリシー
スケーリング ポリシーにより、CloudCenter プラットフォームは、ポリシーに関連付けられている各アプリケーション導入層に対して VM を増減します。VM の
スケーリングは、1 回のみ、または毎日実行されるように設定できます。または CPU、メモリ、またはネットワーク使用率などのシステム メトリックに関係する
1 つ以上の指定条件が、指定のポーリング間隔で発生した場合に実行されるように設定することもできます。
Cisco CloudCenter ユーザ ガイド

232

Cisco CloudCenter ドキュメンテーション

VM のメトリックの頻度
VM メトリックの更新頻度は、スケーリング ポリシーに設定されているポーリング間隔に応じて異なります。2 つのスケジューラが各 VM に使用さ
れます。
最初のスケジューラは、OS からメトリック（CPU やメモリなど）を、ユーザ定義のポーリング間隔頻度で取り出します。ユーザがポーリン
グ間隔を 15 秒間隔で定義すると、CloudCenter は 5 秒間隔で OS からメトリックを提供します。
2 番目のスケジューラは、最初のスケジューラによって提供されるすべての値の平均を算出し、そのメトリックを CCO にアップロードしま
す。CCO へのこのアップロードは、ユーザ定義のポーリング間隔頻度で実行されます。CCO は、各 VM をポーリングしません。

CPU 計算
CPU しきい値は、最初の VM に基づいて計算されます。均衡が図られるすべてのサーバは、使用量が類似していると想定して計算されます。ス
ケールアップまたはスケールダウンが実行されると、CloudCenter プラットフォームは、ポリシーを再評価するための 違反期間を待機します。
アプリケーション導入システムとスケーリング ポリシーとを関連付けることができますが、これはシステム タグとアプリケーション導入システムまたは導入層と
を関連付けることにより（対応するシステム タグ マッチング ルールがポリシーに設定されており、ルールベースのガバナンスが有効である場合）、またはアプ
リケーション導入システムと使用するポリシーの名前を関連付けることにより（ルール ガバナンスが無効である場合）実行できます。詳細については、「ガバ
ナンス ルール」を参照してください。
スケーリング ポリシーを管理するには、CCM UI メインメニューで [ポリシー（Policies）] をクリックして、次に [スケーリング ポリシー（Scaling Policies）] リンク
をクリックすると、[スケーリング ポリシー（Scaling Policies）] ページが表示されます。
[スケーリング ポリシー（Scaling Policies）] ページには、設定済みのスケーリング ポリシーがリストされ、次のタスクを実行できます。
タスク

説明

新しいスケーリング ポリシーを
追加します。

[スケーリング ポリシーの追加（Add Scaling Policy）] リンクをクリックします。
詳細は、「スケーリング ポリシーの追加」（このページ）を参照してください。

既存のスケーリング ポリシーの
設定を表示または更新します。

ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [このポリシーを編集（Edit this Policy）] アイコンをクリックします。

スケーリング ポリシーの権限を
設定します。

ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [このポリシーを共有（Share this Policy）] アイコンをクリックします。

ポリシーの [編集（Edit）] ページが表示されます。更新可能なフィールドの説明については、「スケーリング ポリシーの
追加」（このページ）を参照してください。更新したら、[編集（Edit）] ページで [保存（Save）] ボタンをクリックして変更を保
存します。

詳細については、「Policy Permissions」を参照してください。

スケーリング ポリシー リスト内の ポリシーの [上に移動（Move up）] または [下に移動（Move down）] ア イコンをクリックします。
ポリシーの順番を変更します。
システム タグとアプリケーション導入層を関連付けたら、ポリシー リスト内の対応するタグ マッチング ルールがある最
初のポリシーが、そのアプリケーション導入層に対して適用されます。
タグ マッチング ルールをスケー
リング ポリシーに追加します。

ポリシーの [タグ（Tags）] アイコンをクリックします。（このアイコンは、ガバナンス ルールが [ガバナンス ルール
（Governance Rules）] ページで有効になっている場合にのみ表示されます）。
詳細については、「システム タグ」を参照してください。

スケーリング ポリシーを削除し
ます。

ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [このポリシーを削除（Delete this Policy）] アイコンをクリックします。

スケーリング ポリシーの追加
スケーリング ポリシーを追加する場合は、指定する構成設定に基づいて、新しいポリシーを作成します。スケーリング ポリシーを追加するには、次の手順を
実行します。
1. [スケーリング ポリシー（Scaling Policies）] ページで、[スケーリング ポリシーの追加（Add Scaling Policy）] リンクをクリックします。[新しいスケーリ
ング ポリシーの追加（Add a New Scaling Policy）] ページが表示されます。
2. [名前（Name）] フィールドに、簡潔で一意の説明的なポリシー名を入力します。
3. （任意）[説明（Description）] フィールドに、ポリシーの簡潔な説明を入力します。
4. [スケーリングのタイプ（Type of scaling）] の下で、[スケジュールされたスケーリング（Scheduled Scaling）] または [弾性スケーリング（Elastic
Scaling）] を選択します。
スケジュールされたスケーリングにより、ポリシーは、指定のスケジュールに応じてユーザが指定した値に合わせて、VM の数を増減できます。スケ
ジュールにより、スケーリング サイクルは、指定された日時に一度だけ実行することも、毎日指定時刻に実行することもできます。
柔軟なスケーリングにより、ポリシーはシステムが指定のポーリング間隔で違反期間に検出した設定済み条件に基づき、必要に応じて VM の数を
増減できます。
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侵害期間とは、CloudCenter プラットフォームが、負荷を安定させる前に 1 つのスケールアップ アクションまたはスケールダウン アク
ションを待機する期間のことです。
理想的には、侵害期間は、スケーリング操作による VM の起動にかかる時間より長く（または等しく）します。
たとえば、操作にかかる時間が次のようであるとします。
ノードを起動して設定する = 5 ～ 7 分
ポーリング間隔 = 30 秒
侵害期間 = 8 ～ 10 分にしてください。
5. [スケジュールされたスケーリング（Scheduled Scaling）] を選択した場合は、表示される [スケーリング スケジュールの追加（Add Scaling
Schedule）] フィールドに情報を入力し、手順 7 に進みます。
6. [弾性スケーリング（Elastic Scaling）] を選択した場合は、表示される [ポーリング間隔（Poling Interval）]、[侵害期間（Breach Period）]、[スケールア
ウト条件（Scale out condition）]、および [スケールイン条件（Scale in condition）] の各フィールドに情報を入力します。
a. [ポーリング間隔（Poling Interval）] フィールドで、左のフィールドでは時間の長さを、右のフィールドでは時間の単位を選択します。システム
は、この間隔でシステム メトリックをポーリングし、このポリシーにより実行が要求されている条件が満たされているかどうかを判別します。
ポーリング間隔（Poling Interval）
たとえば、6 秒のポーリング間隔を設定すると、この時間内に収集されたメトリックは、平均値を得るために 3 で除算されます。
平均値はポーリング間隔の頻度で CCO に送信されます。したがってこの例では、CPU データは 2 秒おきに収集され、6 秒間
隔で CCO に自動的に送信されます。
b. [侵害期間（Breach Period）] フィールドでは、左のフィールドでは時間の長さを、右のフィールドでは時間の単位を選択します。ポリシーが
実行されている場合、この期間に再度実行されることはありません。このようにして、システムはポリシーがシステムを絶えず調整しなくても、
条件の発生後にも安定を維持することができます。
侵害期間
いずれかの VM が指定の条件を満たしていれば、CloudCenter はポリシーを実行します。ロード バランシング クラスタで、1
つの VM のメトリックがしきい値を超えた場合は、残りの VM もそのしきい値に達する可能性が高くなります。CloudCenter
が、いずれかの VM がしきい値を超過したことを検出すると、ポリシーが実行され、違反期間が設定されます。違反期間が設
定されると、他の VM はポリシーを実行できなくなります。
c. [スケールアウト条件（Scale out condition）] フィールドでは、指定されたルール当たりの VM の数を増やすことができます。[スケールイン
条件（Scale in condition）] フィールドでは、指定されたルール当たりの VM の数を減らすことができます。
条件ごとに、1 つ以上のルール セットを設定します。各ルール セット内で、1 つ以上のルールを設定します。
各ルール セットの [一致（Match）] ドロップダウン リストから、次のようにします。
[すべて（ALL）] を選択した場合、ルール セットのすべてのルールにより定義されている状況が発生すると、スケーリング
が実行されます。
[いずれか（Any）] を選択した場合、ルール セットのいずれかのルールにより定義されている状況が発生すると、スケーリ
ングが実行されます。
ルール セットを追加するには、[...] アイコンをクリックします。
ルール セットへのルールを追加するには、ルール セット内のは、[+] アイコンをクリックします。
ルールを削除するには、ルールの下のごみ箱 アイコンをクリックし、[はい（yes）] リンクをクリックします。
7. [保存（Save）] ボタンをクリックします。

エージング ポリシー
エージング ポリシーにより、CloudCenter プラットフォームは、そのポリシーが関連付けられているアプリケーション導入システムを指定の期間実行した後に
一時停止し、場合によっては終了します。
エージング ポリシーと Prevent Termination 機能の両方を有効にした場合、Prevent Termination 機能の方が優先されます。
Prevent Termination 機能は、N 層のジョブにのみ適用できます。

アプリケーション導入システムとエージング ポリシーとを関連付けることができますが、これはシステム タグとアプリケーション導入システムとを関連付けるこ
とにより（対応するシステム タグ マッチング ルールがポリシーに設定されており、ルールベースのガバナンスが有効である場合）、またはアプリケーション導
入システムと使用するポリシーの名前を関連付けることにより（ルールベースのガバナンスが無効である場合）実行できます。詳細については、「ガバナンス
ルール」を参照してください。
エージング ポリシーを管理するには、CCM UI メインメニューで [ポリシー（Policies）] をクリックして、次に [エージング ポリシー（Aging Policies）] リンクをク
リックすると、[エージング ポリシー（Aging Policies）] ページが表示されます。
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[エージング ポリシー（Aging Policies）] ページには、設定済みのエージング ポリシーがリストされ、そのページから次のタスクを実行できます。
タスク

説明

新しいエージング ポリシーを追
加します。

[エージング ポリシー（Add Aging Policy）] リンクをクリックします。
詳細は、「エージング ポリシーの追加」（このページ）を参照してください。

既存のエージング ポリシーの設 ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [このポリシーを編集（Edit this Policy）] アイコンをクリックします。
定を表示または更新します。
ポリシーの [編集（Edit）] ページが表示されます。更新可能なフィールドの説明については、「エージング ポリシーの追
加」（このページ）を参照してください。更新したら、[編集（Edit）] ページで [保存（Save）] ボタンをクリックして変更を保存
します。
エージング ポリシーの権限を設
定します。
エージング ポリシー リスト内の
ポリシーの順番を変更します。

ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [このポリシーを共有（Share this Policy）] アイコンをクリックします。
詳細については、「Policy Permissions」を参照してください。
ポリシーの [上に移動（Move up）] または [下に移動（Move down）] ア イコンをクリックします。
システム タグとアプリケーション導入システムとを関連付ける場合、ポリシー リスト内の、対応するタグ マッチング ルー
ルがある最初のポリシーが、そのアプリケーション導入システムに対して適用されます。

タグ マッチング ルールをエージ
ング ポリシーに追加します。

ポリシーの [タグ（Tags）] アイコンをクリックします。（このアイコンは、ガバナンス ルールが [ガバナンス ルール
（Governance Rules）] ページで有効になっている場合にのみ表示されます）。
詳細については、「システム タグ」を参照してください。

エージング ポリシーを削除し
ます。

ポリシーの [アクション（Actions）] 列で [このポリシーを削除（Delete this Policy）] アイコンをクリックします。

エージング ポリシーの追加
エージング ポリシーを追加する場合は、指定する構成設定に基づいて、新しいポリシーを作成します。エージング ポリシーを追加するには、次の手順を実行
します。
1. [エージング ポリシー（Aging Policies）] ページで、[エージング ポリシーの追加（Add Aging Policy）] リンクをクリックします。
[新しいエージング ポリシーの追加（Add a New Aging Policy）] ページが表示されます。
2. [名前（Name）] フィールドに、簡潔で一意の説明的なポリシー名を入力します。
3. （任意）[説明（Description）] フィールドに、ポリシーの簡潔な説明を入力します。
4. [導入の自動一時停止（Automatically suspend deployment in）] フィールドで、左のフィールドでは時間の長さを、右のフィールドでは時間の単位
を選択します。
導入は、設定されている期間実行してから一時停止します。
5. （任意）中断した場合には導入を終了するには、[導入の中断（Terminate deployment）] ボックスをオンにします。
6. [保存（Save）] ボタンをクリックします。

ポリシーのガイドライン
ユーザのアクション ポリシーを変更するには、システム管理者クレデンシャルを使用しないでください（「People」 > 「System
Administrator」を参照）。この変更により CloudCenter プラットフォームには悪影響がおよびますが、ユーザには通知されません。
次のアクション ポリシーのガイドラインを遵守してください。
グループ電子メールを使用する場合に、このポリシーの電子メール通知のすべてが無効にならないようにするには、CloudCenter プラットフォーム
でそのポリシーが有効になっているすべてのユーザ は、グループが電子メールを受け取らないようにポリシーを無効にする必要があります。
トークン（たとえば、%myemail%）を使用しており、そのトークンがユーザ電子メールに置き換わった場合、この電子メールを使用するユーザは、
CloudCenter プラットフォームのポリシーを無効にする必要があります。
カスタム電子メール ポリシーを作成すると、デフォルトの電子メール ポリシーのみがトリガーされます。

アクションライブラリ
概要
クラウドの微妙な違い
権限およびアクセス制御
[アクション ライブラリ（Actions Library）] タブ
VM アクションのタイプ
プラットフォーム アクション
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カスタム アクション
カスタム アクションの定義
全般設定セクション
オブジェクト マッピング セクション
アクション定義セクション
障害時の動作

概要
アクション ライブラリは、VM 管理のための作成、管理、および実行アクションを有効にすることで、CloudCenter プラットフォームの機能を拡張するフレーム
ワークです。このフレームワークにより、管理者はアクションを定義し、それらのアクションを VM、導入、またはアプリケーションの各プロファイルなどのさまざ
まな CloudCenter リソースに対して実行できます。アクションの一部として定義された関連基準は、どの特定のリソースに対してどのアクションを実行できる
かを示します。
CloudCenter 4.8.0 より前には [ポリシー（Policies）] タブで設定可能であったカスタム アクションは、[Web サービスの呼び出し（Invoke a Web
Service）] アクション タイプによって、アクション ライブラリ フレームワークに統合されました。これについては、このページで後述する「全般設定」
セクションで説明しています。

クラウドの微妙な違い
アクション ライブラリは、すべての CloudCenter サポート対象クラウドで使用可能です。

権限およびアクセス制御
権限は、ユーザが実行できる特定のアクションを定義します。カスタム アクションの権限を制御できます。追加情報については、「Permission Control」 >
「Actions Library Permissions」を参照してください。

[アクション ライブラリ（Actions Library）] タブ
CCM UI の [アクション ライブラリ（Actions Library）] タブには、ユーザが作成したカスタム アクションがリストされます。

上の画像の番号は、次のことを示しています。
ID

説明

1

[アクション ライ
ブラリ（Actions
Library）] タブ

CloudCenter プラットフォームのすべてのカスタム アクションを表示および管理する場所です。

2

検索アイコン

アクションを検索するカスタム アクションの名前を入力します。この機能は、このページに表示されない多数のアクションを
作成した場合に役立ちます。

マークアッ
プ番号
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3

[アクション
（Actions）]
ドロップダウン

アクションの所有者として、VM に対して次の機能を実行できます。
[共有（Share）] アクション。これによりテナント内の他のユーザやグループ メンバーもこれらのカスタム アクションにア
クセスすることが許可されます。

不要になったアクションは [削除（Delete）] で削除します。

4

エクスポート
アイコン

[アクション ライブラリ（Actions Library）] タブに表示されるカスタム アクションの リスト全体 を actions.json ファイルにエク
スポートします。この機能は、同じアクションを CloudCenter インストール システム全体またはさまざまなテナント階層にま
たがってコピーする場合に役立ちます。

5

インポート ア
イコン

この CloudCenter インスタンスの外部にある VM で使用されるアクションをインポートし、それをカスタム アクションのリス
トに追加します。この機能は、CloudCenter の複数のインスタンスがあり、すべての CloudCenter インスタンスで同じカス
タム アクションを設定する必要がある場合に役立ちます。インポート機能により、別の CloudCenter インスタンスまたはテ
ナント階層で定義されたアクションを、現在の CloudCenter インスタンスに入れる（インポートする）ことができます。

6

Enable
（デフォルト）

[アクション ライブラリ（Actions Library）] ページでアクションを有効化（Enable：デフォルト）または無効化（Disable）します。

または Disable
アクション

これによりアクションは VM ページ上で使用可能/使用不可になります。

これらのアクションに対する表示権限しか持たないユーザは、この可視性を切り替えることはできません。この設定は、
アクションの所有者により制御されます。追加情報については、「Permission Control」を参照してください。

VM アクションのタイプ
各ユーザの VM ごとに使用および表示できるアクションのタイプは、次の要因によって異なります。
使用されているクラウド（追加情報については、「クラウドの微妙な違い」を参照）。
使用されている OS（追加情報については、「プラットフォーム アクション」および「VM 管理」 > 「CloudCenter エージェントのインストール」を参照）。
VM の現在の状態（実行中、停止、その他）（追加情報については、「プラットフォーム アクション」を参照）。
アクションを実装するユーザの権限（追加情報については、「権限およびアクセス制御」を参照）。
カスタム アクションの設定済みオブジェクト マッピング（追加情報については、「カスタム アクション」を参照）。
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仮想マシンを管理する場合、個々の VM に対して実行できるものと複数の VM に対してバッチで実行できるものという、2 タイプのアクションを実行できます。
プラットフォーム アクション：追加情報については、後述の「 プラットフォーム アクション」のセクションを参照してください。
カスタム アクション：追加情報については、後述の「カスタム アクション」のセクションを参照してください。
さらに、[Web サービスの呼び出し（Invoke a Web Service）] カスタム アクションをモデル化して、[アプリケーション プロファイル（Application Profiles）]、[導
入（Deployments）]、または [仮想マシン（Virtual Machines）] に表示されるようにできます。詳細については、後述の「カスタム アクション」のセクションを参
照してください。

プラットフォーム アクション
プラットフォーム アクションは、シスコにより、CloudCenter プラットフォームに対して定義されます。これらのアクションの変更または管理は実行できませんが、
CloudCenter が導入された VM とインポートされた VM の両方で必要な場合には実行できます。

基本的なプラットフォーム アクション
システム定義のコア アクションです。
CloudCenter プラットフォームにより設定済みで提供されます。
ユーザはこれらのアクションを変更できません。
プラットフォーム固有です。
クラウドのすべてのインスタンスで使用できます。
アクション タイプ：次の表では、VM リソースに対する VM アクションの可用性を示します。
基本アクション

説明

VM リソース（オブ
ジェクト）

開始（Start）

電源を入れ、VM を起動します。

管理型 VM

停止（Stop）

VM を停止し、電源を切ります。

管理型 VM

再起動（Reboot）

VM を正常にシャットダウンし、再起動します。

管理型 VM

終了
（Terminate）

VM を停止し、クラウドから削除します。

CloudCenter へ
のインポート

VM を [非管理型（Unmanaged）] タブから [管理型（Managed）] カテゴリにインポートします。追加情報については、「VM 管理」を 非管理型 VM
参照してください。

Agent のアップグ
レード

管理対象 VM 上のエージェントを、CCM UI からの最新リリース CloudCenter エージェント バージョンにアップグレードします。追
加情報については、「VM 管理」 > 「 Agent のアップグレード」を参照してください。

管理型 VM
非管理型 VM

管理型 VM

アップグレードできるのは、CloudCenter 4.5 またはそれ以降のバージョンを実行している VM のみです。
CloudCenter 4.4 以前のバージョンを実行している VM には、エージェントを手動でインストールする必要があります。
追加情報については、「VM 管理」 > 「AgentLite のインストール」を参照してください。

最新バージョンのエージェントが VM にすでにインストールされている場合、その VM に対してこのアクションは実行できません。

高度なプラットフォーム アクション
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サポート対象のクラウド上で VM 管理タスクをサポートするためのコア アクションです。
以下の「高度なプラットフォーム アクション」表で示すとおり、クラウド固有です。
VM インスタンスを再構成するために使用します。
アクション タイプ：次の表では、VM アクションの可用性、VM の現在の状態、およびクラウドのタイプを示しています。
現在の状態（Current State）

高度なアクション

説明

ボリュームのア
タッチ

シスコでは、クラウドで利用可能な既存ボリュームのアタッチをサポートしていません。ストレージ
タイプが CCM で設定された場合、ボリューム パラメータの入力を選択できます。

実行中（Running）
停止（Stopped）

サポート対象のク
ラウド
Amazon
OpenStack
VMware

シスコでは、クラウドで事前に利用可能な既存ボリュームのアタッチをサポートして
いません。
シスコは、ストレージ タイプが CCM で設定済みである場合に、このオプションを使
用してボリュームのパラメータの入力を選択できるようにしています。

ボリュームのデ
タッチ

既存の VM からボリュームをデタッチします。

インスタンス
タイプのサイ
ズ変更

VM のインスタンス タイプのサイズを変更するか、または CPU とメモリのサイズを変更します。
必要なクラウドの CCM で設定されたインスタンス タイプを選択します。

スナップショット
の作成

特定の VM のイメージ スナップショットを作成します。

CloudCenter
エージェントのイ
ンストール

CCM UI からインポートされた VM にエージェントをインストールします。追加情報については、
「VM 管理」 > 「AgentLite のインストール」を参照してください。

実行中（Running）
停止（Stopped）
停止（Stopped）
OpenStack の場合、これは実
行中と停止の両方の状態です。

実行中（Running）
停止（Stopped）
実行中（Running）

最新バージョンのエージェントが VM にすでにインストールされている場合、その VM に対してこ
のアクションは実行できません。

VMware

Amazon
Azure RM
OpenStack
VMware

VM の状態の詳細については、「導入システムおよび VM の状態」を参照してください。

カスタム アクション
CloudCenter 導入済み VM またはインポート済み VM に対してカスタム アクションを定義できます。場合によっては、[アクション ライブラリ（Actions
Library）] ページで [新規アクション（New Action）] リンクをクリックすることで、[導入（Deployments）] と [アプリケーション プロファイル（Application
Profiles）] も定義できます。

カスタム アクションの定義
[カスタム アクション（Custom Actions）] タブで定義したすべてのカスタム アクションには、次のインタラクションのエリアがあります。
全般設定：一般的なデータを示します。
オブジェクト マッピング：アクションを適用すべき対象を示します。
アクションの定義：実行の方法を示します。サポートされているすべてのアクション タイプには、いくつかのデフォルト フィールドがあり、アクションをカ
スタム フィールドで拡張することもできます。追加情報については、「アクション定義 」セクションを参照してください。
アクションを設定したら、それがエンド ユーザにどのように提示されるかを確認するためにプレビューできます。

全般設定セクション
アクションのプロパティ（タイプ、名前、説明）を定義し、アクションを内部的にまたはコンテナで実行する必要があるかどうかを示します。
[アクション タイムアウト（Action Timeout）] フィールドでは、指定の制限内でアクションがタイムアウトするようにプログラムできます。デフォルトは 20 分です。
このフィールドと、
[タイプ（Type）]、[アクション名（Action Name）]、および [説明（Description）] フィールドは、すべてのカスタム アクションに使用できます。
次の表では、使用可能なカスタム アクションのタイプと説明、および各タイプをどのようなときに使用できるかを示しています。
アクションを定義すると、アクション タイプは変更できません。
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タイプ
（Type）

説明

Web サー
ビスの呼び
出し

指定された Web サービス要求を実行します。たとえば、ServiceNow カタログでアプリケーション プロファイルを公開する場合は、このアク
ション タイプを使用できます。

コマンドまた 指定されたコマンドまたはスクリプトを VM 上で実行します（「導入ライフサイクルのスクリプト」または「コールアウト スクリプト」を参照）。
はスクリプト
アクション ライブラリの一部として実行する必要があるスクリプトを提供する場合は、スクリプト実行の OS 出口コードに基づいて
（デフォルト）
スクリプトが正常に実行されていると見なされることに注意してください。この動作は、Windows サーバまたは Linux サーバ上で
それぞれのシェルを使用して直接実行されるスクリプトと整合します。スクリプトを Linux または Windows 上で実行すると、実行
中のエコー $? で表示される出力がステータス コードとなります。
次に例を示します。
Linux 上では、スクリプトの最終行が実行できなかった場合にのみ、スクリプトの実行は失敗とマークされます。他のすべて
の場合には成功とマークされます。
Windows では、明示的な例外がスローされた場合にのみ、スクリプトは失敗とマークされます。
ユーザ提供のスクリプトの場合、スクリプトが正常に終了することを確認する責任はユーザにあります。
さらに、このタイプでは、次のオプションを指定できます。
このタイプのアクションを実行する場所：
仮想マシンの OS 上：エージェントがインストールされている VM 上。
外部：CCO で実行する Docker コンテナ上（いかなる仕方でもワーカー イメージには依存しない）。たとえば、特定のクラウド用
に Docker コンテナ上で外部 CLI を構成する必要がある場合、リスト形式で CLI 項目があるカスタム フィールドを判別できま
す。詳細については、後述の「 カスタム フィールド」セクションを参照してください。
アクション実行後に VM を再起動：アクションの所有者がアクション実行後に再起動が必要であると判断する場合、このアクションを使
用するエンド ユーザはこの追加手順を手動で実行する必要はありません。アクションの所有者とは、カスタム アクションを（[新規アク
ション（New Action）] リンクで）作成するユーザのことです。
アクション実行後に VM 情報を同期：このオプションにより CloudCenter プラットフォームから VM 情報を更新でき、それにより最新の
VM メタデータ情報（IP アドレスなど）が表示できるようになります。
このオプションの指定可能な実行モードは、[バンドルからの実行（Execute from Bundle）] 設定に基づいています。これはこのページで後
述の「アクション定義」のセクションで説明しています。
バンドルからのダウンロードが真
1. [バンドルからのスクリプト（Script From Bundle）] は、指定されたバンドル内のスクリプトであると推定されます。
2. バンドルは、抽出されたアーカイブ（zip、tar、tgz、tar.gz）と推定され、ファイルが検索され、他のコマンド ライン パラメータととも
に実行されます。
バンドルからのダウンロードが偽
1. [実行可能コマンド（Executable Command）] フィールドの内容は、セミコロンで区切られた一連のコマンドと推定されます。
2. 特殊なケースとして、この一連のコマンドの最初のコマンドが、スクリプト URL である場合があります。したがって、最初のコマ
ンドがスクリプト URL である場合、まずスクリプトのダウンロードによって処理され、それから続く残りのコマンドとともに実行さ
れます。
Cisco UCS UCSD サーバでワークフローを呼び出す VM にのみ適用されます（追加情報については、「Configure a Cisco UCSD Cloud 」を参照）。
Director
ワークフ
ローの呼び
出し
Chef

CloudCenter の導入済み VM とインポート済み VM の両方に適用されます。追加情報については、「Chef」を参照してください。

Puppet

CloudCenter の導入済み VM とインポート済み VM の両方に適用されます。追加情報については、「Puppet」を参照してください。
Puppet アクションを CloudCenter インスタンス上で実行するには、そのインスタンスの requiretty 設定をまず /etc/sudoers
ファイル内で無効にする必要があります。

Ansible

CloudCenter の導入済み VM とインポート済み VM の両方に適用されます。

オブジェクト マッピング セクション
このアクションを適用するカスタム アクションのタイプを指定することで、各アクションに対して少なくとも 1 つのマッピングを設定し、エンド ユーザが許可され
たアクションを表示して呼び出すことができるようにします。
[ジョブの詳細（Job Details）] ページからカスタム アクションを呼び出すことはできません。VM の [詳細（Details）] ページまたは [仮想マシン
（Virtual Machine）] タブに移動し、アクションを表示して呼び出します。
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マッピングを追加すると、[オブジェクトのマッピング（Object Mapping）] エリアに、優先順位が最も高いもの（すべて（ALL））から順にオブジェクトが表示され
ます。削除アイコンをクリックすると、不要なマッピングを直接削除できます。カスタム アクションの任意の数のマッピングを設定できます。複数のマッピングが
あると、アクション作成者は柔軟に、CloudCenter 導入済み VM とインポート済み VM の両方でマッピングを詳細に定義できるようになります。すべてのアク
ション タイプの詳細については、画像の下の表を参照してください。

このセクションは、任意のアクション タイプを使用するためのかぎです。デフォルト フィールドとカスタム フィールドの詳細については、以下に示しています。
次の表は、使用可能な [タイプ（Type）] と簡単な説明、およびオブジェクト マッピングに許可されるリソースを示しています。各マップは、各マップに設定でき
る対応するフィールドを自動的にリストします。
タイプ（Type）

オブジェクトのマッピン
グ（許可リソース）

Web サービスの呼び
出し

展開

導入環境（Deployment Environment）：このアクションが、すべての CloudCenter サポート対象
クラウドまたは特定のクラウドの導入にマッピングされるかどうかを示します。デフォルトは、「すべて
のクラウド（All clouds）」です。
サービス（Service）：マッピング対象が、使用可能なサービスすべてか、または特定のサービスであ
るかを示します。デフォルトは、「すべてのサービス（All services）」です。

仮想マシン

アプリケーション プロファイル（Application Profile）：マッピング対象が、すべてのアプリケーション
プロファイルであるか、または特定のプロファイルであるかを示します。デフォルトは、「すべてのアプ
リケーション プロファイル（All application profiles）」です。
サービス（Service）：マッピング対象が、使用可能なサービスすべてか、または特定のサービスであ
るかを示します。デフォルトは、「すべてのサービス（All services）」です。
クラウド リージョン：マッピング対象が、すべてのクラウド リージョンであるか、または特定のリージョ
ンであるかを示します。デフォルトは、「すべてのクラウド リージョン（All cloud regions）」です。
クラウド アカウント：マッピング対象が、すべてのクラウド アカウントであるかまたは特定のアカウン
トであるかを示します。デフォルトは、「すべてのクラウド ア カウント（All clouds accounts）」です。

アプリケーション プロ
ファイル
コマンドまたは
スクリプト（デ
フォルト）
Cisco UCS
Director ワーク
フローの呼び
出し
Chef
Puppet
Ansible

説明

このオプションは、アクションがすべてのアプリケーション プロファイルに適用されるため、構成可能な
フィールドは含まれません。

CloudCenter 導入済
み VM

アプリケーション プロファイル（Application Profile）：マッピング対象が、すべてのアプリケーション
プロファイルであるか、または特定のプロファイルであるかを示します。デフォルトは、「すべてのアプ
リケーション プロファイル（All application profiles）」です。
サービス（Service）：マッピング対象が、使用可能なサービスすべてか、または特定のサービスであ
るかを示します。デフォルトは、「すべてのサービス（All services）」です。
クラウド リージョン：マッピング対象が、すべてのクラウド リージョンであるか、または特定のリージョ
ンであるかを示します。デフォルトは、「すべてのクラウド リージョン（All cloud regions）」です。
クラウド アカウント：マッピング対象が、すべてのクラウド アカウントであるかまたは特定のアカウン
トであるかを示します。デフォルトは、「すべてのクラウド ア カウント（All clouds accounts）」です。

インポート済み VM
（エージェント インス
トール済み）

クラウド リージョン：マッピング対象が、すべてのクラウド リージョンであるか、または特定のリージョ
ンであるかを示します。デフォルトは、「すべてのクラウド リージョン（All cloud regions）」です。
クラウド アカウント：マッピング対象が、すべてのクラウド アカウントであるかまたは特定のアカウン
トであるかを示します。デフォルトは、「すべてのクラウド ア カウント（All clouds accounts）」です。
OS タイプ（OS Types）：マッピングの対象（Linux または Windows OS）を示します。デフォルト
は、「すべて（All）」です。
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アクション定義セクション
次の表は、使用可能な [タイプ（Type）] と簡単な説明、およびオブジェクト マッピングに許可されるリソースを示しています。
タイプ
（Type）

フィールド

注記（Notes）

Web サー
ビスの呼び
出し

プロトコル

サービスを呼び出すときにこのアクションで使用される転送プロトコル。HTTP または HTTPS を選択します。

Web サービス
URL

Web サービスに使用される URL。次の形式を使用します。
<host>:<port>/<resource>/<parameter>
例：webserver.cliqrtech.com:3000/users/post
使用例（Use Case）：カスタム パラメータを [Web サービス URL（Web Service URL）] フィールドに導入して、そのパラ
メータを [カスタム フィールド（Custom Fields）] セクションで定義することもできます（説明は後述）。たとえば、call というカ
スタム パラメータを導入する場合、URL は次のようになります。

[カスタム フィールド（Custom Fields）] セクションで呼び出しパラメータを定義して、このパラメータがそのセクションで定義
された値で置き換えられることを確認します。

ユーザ名
Web サービスの呼び出しを発行するために必要なクレデンシャル。
（Username）
およびパス
ワード
（Password）：
HTTP
要求タイプ
（Request
Type）

PUT
GET
POST
DELETE

コンテンツ タイ 本文の内容を JSON または XML 形式を使用して送信するかどうかを示します。
プ（Content
Type）
本文（Body）
コマンドまた バンドルから
はスクリプト 実行
（デフォルト）

このアクションの API 呼び出しを発行するときに使用される要求本文の内容。
この設定を構成する場合は、次の詳細を入力します。
場所（Location）：事前構成済みリポジトリのリストから選択します。これについては「アーティファクト リポジトリの共
有」セクションで説明しています。リポジトリが構成されていない場合は、デフォルト URL オプションを使用し、URL 全
体を指定する必要があります。
相対パス（Relative Path）：スクリプト バンドルが存在するフォルダへのパスを指定します。CloudCenter プラット
フォームは、このパスをリポジトリで定義されているホスト名に追加します。このフィールドでは、すべての圧縮ファイ
ルの形式（.tar、.zip など）を受け入れます。
スクリプトからバンドル：アクションが使用する必要があるスクリプトの名前を入力します。
使用例（Use Case）：[Web サービスの追加（Add Web Service）] と呼ばれる新しい カスタム アクションを作成するには、
パラメータ定義がすでに含まれているカスタム スクリプトを使用します。スクリプトを呼び出すと、定義済みパラメータが [カ
スタム フィールド（Custom Fields）] セクションに表示されます。たとえば、スクリプトに Test を表示する PRM1 と、Hello
を表示する PRM2 という 2 つのカスタム パラメータを定義し、WebService タイプから値を取得するようにパラメータを設
定したとします。
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その後、カスタム値はこのカスタム アクションによるポップアップに表示されます。[新しいアクション（New Action）] ページの
右下隅にあるプレビュー ボタンをクリックして、[Web サービスの追加（Add Web Service）] ポップアップをプレビューします。

エンド ユーザはこのポップアップが表示されると、ドロップダウンに表示される値を選択できます。

新しいカスタム アクションを保存したら、[Web サービスの追加（Add Web Service）] アクションが、この VM の他のアク
ションとともに表示されます。

新しく設定した [Web サービスの追加（Add-Web-Service）] アクション ポップアップには、アクションのタイプ、およびアク
ションで使用される、アクションを識別するためのノード名が表示されます。このカスタム アクションを使用すると、関連す
る詳細情報で更新される [履歴（History）] タブが表示されます。このアクションには 2 つの数値を追加する必要があり、そ
れらの数字の合計が [履歴（History）] ログに（強調表示で）表示されます。

実行可能な
コマンド
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このオプションを設定する場合は、カスタム アクションの一部として実行するコマンドを入力します。
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Cisco UCS
Director
ワークフ
ローの呼び
出し

API Key

UCSD サーバの API キー。

UCSD
サーバ

UCSD サーバの IP アドレス。

ワークフロー名 UCSD サーバで作成したワークフローの名前。この例では gshar。

このワークフローは、CloudCenter プラットフォームで作成するカスタム アクションによって自動的に呼び出されます。

UCSD サーバのワークフローで設定されたすべてのフィールドは、

CloudCenter プラットフォームでカスタム アクション ポップアップに表示されます。
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Chef

Chef サーバ

ユーザによって保守される Chef サーバを CloudCenter リポジトリ リストに追加できます（リポジトリの構成については、
「アーティファクト リポジトリの共有」を参照。）CloudCenter プラットフォームで共有リポジトリとして構成される Chef サー
バは、Chef リポジトリと呼ばれます。複数の Chef リポジトリが存在する場合、それらはドロップダウン メニューにリストさ
れ、設定済みの Chef リポジトリの 1 つをこのフィールドで選択する必要があります。

実行されると、このアクションは VM のページに次のように表示されます。

応答として、ファイルが実行され、ステータス メッセージが更新されたログおよび詳細とともに表示されます。

Puppet

組織

会社や部署の詳細。この例では、cliqrtech。

環境

アクションが実行される導入環境。この例では、default。

実行リスト

cookbook::recipe 形式を使用した料理本の名前とレシピ名の組み合わせ：この例では、je nkins::master。

Puppet
サーバ

ユーザによって保守される Puppet サーバを CloudCenter リポジトリ リストに追加できます（リポジトリの構成について
は、「アーティファクト リポジトリの共有」を参照。）CloudCenter プラットフォームで共有リポジトリとして設定された
Puppet サーバは、Puppet リポジトリと呼ばれます。複数の Puppet リポジトリが存在する場合、それらはドロップダウン
メニューにリストされ、設定済みの Puppet リポジトリの 1 つをこのフィールドで選択する必要があります。

VM ページでカスタム アクションを呼び出す場合に、何も定義されていない場合にはカスタム フィールドは表示されません。

応答として、ファイルが実行され、ステータス メッセージが更新されたログおよび詳細とともに表示されます。
役割

上で構成した Puppet リポジトリ内に存在している必要がある役割。たとえば、wordpress。

環境

アクションが実行される導入環境。たとえば、production。
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Ansible

リポジトリ
（Repository）

ユーザによって保守される Ansible サーバを CloudCenter リポジトリ リストに追加できます（リポジトリの構成について
は、「アーティファクト リポジトリの共有」を参照。）CloudCenter プラットフォームで共有リポジトリとして設定された
Ansible サーバは、Ansible リポジトリと呼ばれます。複数の Ansible リポジトリが存在する場合、それらはドロップダウン
メニューにリストされ、設定済みの Ansible リポジトリの 1 つをこのフィールドで選択する必要があります。

VM ページでカスタム アクションを呼び出す場合に、何も定義されていない場合にはカスタム フィールドは表示されません。

応答として、ファイルが実行され、ステータス メッセージが更新されたログおよび詳細とともに表示されます。
プレイブック

プレイブックのパスは、jenkins/install.yml です。

カスタム フィールド（Custom Fields）
オプションのカスタム フィールドをカスタム アクションに追加して、ユーザからの特定の入力を得ることで、アクションを拡張します。
これは特定のコマンド セットを [カスタム フィールド（Custom Fields）] オプションを使用して設定する例です。これによりユーザはコマンドの 1 つを選択し、外
部 Docker コンテナでアクションを起動できます。設定内容は左に表示され、結果のポップアップは右に表示されます。
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カスタム アクションに追加するカスタム フィールドごとに次の情報を入力します。
カスタム
フィールド

説明

表示名
（Display
Name）

必須作業です。このカスタム フィールドに割り当てる名前を入力します。表示可能にした場合、このラベルはエンド ユーザがこのアクションを
呼び出すと表示されます。

パラメー
タ名
（Param
Name）

環境変数としてスクリプトの実行に使用可能なパラメータ名です。これらのパラメータを $parameterName または %paramName% としてス
クリプト パラメータに指定した場合、CloudCenter プラットフォームはこのフィールドをスクリプトで渡された値で置き換えます。

ヘルプ
テキスト

エンド ユーザにこのフィールドを完成させるために提供する追加のヒントを入力します。テキストが多すぎてエンド ユーザが圧倒されないよう
に、単一の短いセンテンスを使用するようにしてください。

タイプ
（Type）

ここをクリックして展開します...
[タイプ（Type）] ドロップダウンを使用して、カスタム フィールド用の独自の値を次のように決定できます。
[タイプ（Type）] ドロップダウン リストから以下のいずれかのオプションを選択します。
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タイプ（Type）

説明

string

英数字値を入力します（255 文字まで）。
API 列挙 = 文字列（valueConstraint）

number

番号の範囲を入力します（255 文字まで）。
API 列挙 = 数値

list

カンマ区切りテキスト値のリストを入力します（255 文字まで）。
API 列挙 = リスト（valueList）

webservice

webservice は、CloudCenter 4.4 で導入されたパラメータ タイプです。
ジョブを導入する際に、ダイナミック webservice パラメータのリストを指定できます。このリストから、ユーザは 1 つの
パラメータを選択できます。webservice パラメータ タイプは、カスタム パラメータ、グローバル パラメータ、および
サービスで利用できます。出力は次の形式になります。
[{"name":"p1","displayName":"Param 1"},{"name":"p2","displayName":"Param 2"}]
このタイプのパラメータを設定する場合、この webservice にプロトコル（HTTP または HTTPS）、Web サービス URL
およびクレデンシャル（ユーザ名とパスワード）を提供する必要があります。
このパラメータ タイプを使用するには、コンテンツ タイプが WebService により application/html として返
されるように設定する必要があります。
API 列挙 = WebService（webserviceListParams）

password
with
confirmation

英数字値を入力します（255 文字まで）。UI は、確認のテキストボックスを表示します。

password

制約なしでテキストを入力します。たとえば、検証または確認なしで入力のみ必要なパスワードにこのフィールドを使
用します。

API 列挙 = password_input（valueConstraint）

UI は確認のテキストボックスを表示しません。API 列挙 = パスワード
path

オーケストレーション時のダウンロード場所の URL です。
パスのオプション

説明

リポジトリ
（Repository）

CloudCenter では別のリポジトリがサポートされています。
オプションのリストについては、「アーティファクト リポジトリの作成と共有」 > 「CloudCenter
リポジトリ タイプ」を参照してください。
形式：%REPO_ID_{id}%xyz.war
例：2 が CloudCenter のリポジトリの ID である場合は %REPO_ID_2%xyz.war です

パッケージ内の
ファイル

アプリケーション プロファイル親層のアプリケーション パッケージで定義されている zip ファイ
ルのパスです。
例：%PACKAGE_DIR%script.sh

ストレージ

マウントされている保存場所のパスです。
Linux VM の例 /shared

URL

HTTP、HTTPS、および FTP タイプの URL

API 列挙 = パス（URL をエンコードするテキスト）
textarea

この領域には、自由形式のテキストを追加できます。たとえば、パラメータをファイルの内容としての値で定義する、
秘密キーを定義する、スクリプトを定義するなどのためにこのフィールドを使用します。
API 列挙 = テキストエリア（任意の長さのテキスト）
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デフォル
ト値
（Default
Value）

エンド ユーザが値を指定していなければ、カスタム フィールドで使用するデフォルト値を割り当てます。

必須
フィールド

アクションを実行するためにエンド ユーザがこのフィールドに情報を入力する必要があるかどうかを示します。

障害時の動作
呼び出し時にアクションが失敗した場合、CloudCenter プラットフォームはエラーを [履歴（History）] ページに表示します（以下の画像内で強調表示されてい
るイベントの横）。さらに、失敗の理由が長すぎる場合には、エラーのコンテキスト全体を示す [詳細の表示（View Details）] リンクが表示されます。
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