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Cisco CloudCenter のドキュメント 

はじめに 
● CloudCenter 4.6 のドキュメント  
● ドキュメントの検索 
● UI クイック ツアー  
● UI の動作  
● リリース ノート 
● WalkMe の統合  
● ブラウザとの互換性  
● ログ ファイルの検索  
● サポート チケットのチェックリスト  
● ダッシュボード 

Cisco CloudCenter Documentation, Version 4.6 

一般的なリンク 

● リリース ノート 
● 追加設定不要のサポート  
● UI クイック ツアー  
● インストール 
● PDF Files on CDC 

システム アナウンス 

2016 年 11 月 7 日（月曜日）： 

● シスコホステッド型の SaaS 展開：ホステッド SaaS ソフトウェア

は CloudCenter 4.6.1 にアップグレードされます。 
● カスタマーホステッド型の専用の展開：アップグレードの手順につ

いては、CloudCenter サポート チームにお問い合わせください。 
 

トラブルシューティング 

● ログ ファイルの検索  
● サポート チケットのチェックリスト 

 

ベスト プラクティス 

● 設置のベスト プラクティス  
● Deployment Best Practices  
● Monitoring Best Practices 
● Best Practices for Continuous Performance 

 

[Restrict Your Documentation Search] 
 

ドキュメントの更新 
● d. Version 4.6 Home 
● 更新日：昨日の午後 8:12 • 変更の表示 

● Agent Bundle Authentication 
● 更新日：昨日の午前 8:03 • 変更の表示 

● AMQP_PRIMARY and AMQP_SECONDARY – Cluster 
Configuration 

● 更新日：昨日の午前 8:01 • 変更の表示 

 

CloudCenter ドキュメントの検索  
● ドキュメントのバージョン  
● 検索結果 
● [Restrict Your Documentation Search] 

ドキュメントのバージョン 

http://docs.cloudcenter.cisco.com で、左ペインの [Documentation Version] ドロップダウンから、ご使用の CloudCenter リリースに応じたドキュメン

ト バージョンを選択してください。デフォルトでは、ドキュメントの最新バージョンがホームページに表示されます。 

Cisco CloudCenter スタートアップ ガイド 2 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Installation
http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/cloudcenter/tsd-products-support-series-home.html
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Installation+Best+Practices
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Deployment+Best+Practices
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Monitoring+Best+Practices
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Best+Practices+for+Continuous+Performance
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/d.+Version+4.6+Home
http://docs.cliqr.com/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=5540074&selectedPageVersions=25&selectedPageVersions=24
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Agent+Bundle+Authentication
http://docs.cliqr.com/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=5540234&selectedPageVersions=7&selectedPageVersions=6
http://docs.cliqr.com/pages/viewpage.action?pageId=5999363
http://docs.cliqr.com/pages/viewpage.action?pageId=5999363
http://docs.cliqr.com/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=5999363&selectedPageVersions=8&selectedPageVersions=7
http://docs.cloudcenter.cisco.com/
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検索結果 

すべてのドキュメントの検索結果として、各 CloudCenter バージョンの入手可能なリリースがすべて表示されます。バージョンを選択します。ホーム 
ページの [Restrict Your Documentation Search] フィールド（次の図で強調表示）で、検索結果を当該リリースだけに絞り込みます。 

 

たとえば、CloudCenter 4.6 のホームページは [Cisco CloudCenter Documentation, Version 4.6] です。[Search Documentation] フィールドに検索

する文字列を入力します。 

[Restrict Your Documentation Search] 
 

UI クイック ツアー 
● テナント アカウントの設定  
● アプリケーション プロファイルのモデル化 
● アプリケーションの展開と管理  
● パフォーマンスの最適化 

テナント アカウントの設定 

1. ブラウザを開き、CloudCenter サポート チームから提供された URL（ホステッド型の SaaS 展開用）または CCM サーバの IP アドレス（カスタ

マーホステッド型の展開用）を使用して、CCM に接続します。 
 

2. CloudCenter プラットフォーム管理者としてログインします。プラットフォーム管理者は支払いコントロールをセットアップして、クラウド、テナント、お

よびユーザを登録できます。 

Cisco CloudCenter スタートアップ ガイド 3 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/d.+Version+4.6+Home
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Setup+the+Admin+Account
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Register+the+CCO+with+the+CCM
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Tenant+Information
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Users


Cisco CloudCenter のドキュメント 

 
3. クラウドを設定し、管理対象クラウドに対して CCO を有効にします。 

a. CCM UI の左ペインに表示される [Admin] > [Clouds] をクリックします。 
b. 自社のクラウド情報を追加し、CCM に CCO を登録します。 
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http://docs.cloudcenter.cisco.com/
http://docs.cliqr.com/pages/viewpage.action?pageId=5540210
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Register+the+CCO+with+the+CCM


Cisco CloudCenter のドキュメント 

4. 既存のイメージまたはサービスをマッピングします。詳細については、「Map Images」を参照してください。 

 
5. サブテナントを作成します。 

a. [Admin] > [Sub-Tenants] > [Add Sub-Tenant] をクリックし、新しいサブテナント管理者を作成します。詳細については、「Add Sub-
Tenants」を参照してください。 

 
サブテナントが作成されると、この管理者はアカウントを管理して、ライセンス（サービス利用規約）、プライバシー ポリシー、および支払い

プロファイル オプション（発注書やクレジット カードなど）へのリンクを提供できます。 
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http://docs.cloudcenter.cisco.com/
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Map+Images
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Sub-Tenant+Configuration
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Sub-Tenant+Configuration
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Payment+Profile
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Payment+Profile
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6. 管理者のライセンス プランを作成します。 
a. CCM UI の左ペインに表示される [Admin] > [Contracts] をクリックします。 
b. シスコとの契約に基づいて、プランまたはバンドル（契約）を割り当てます。詳細については、「Financial Overview」を参照してください。 

 

 
c. 左ペインの [Users] リンクをクリックして [User Management] ページにアクセスし、プランまたは契約を CloudCenter プラットフォームの

管理者に割り当てます。 

 
d. その他のユーザを設定し、グループまたは役割に割り当てます。詳細については、「Users」を参照してください。 

Cisco CloudCenter スタートアップ ガイド 6 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Financial+Overview
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Users
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アプリケーション プロファイルのモデル化 

このツアーでは、Topology Modeler を使用してアプリケーションを実装します。 
 

1. CCM UI の左ペインに表示される [Applications] リンクをクリックし、[Search] フィールド上部の [Model] リンクをクリックします。 

 
2. モデル化に必要なアプリケーション プロファイルをクリックするか、ドロップダウン リストで [Model] をクリックします。 
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3. 選択したアプリケーション プロファイルの詳細を追加します。アプリケーション プロファイルのアプリケーション アーキテクチャとコンポーネントを定

義します。 

 
4. グローバル パラメータを定義します。 
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5. 基本情報を定義します。 
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6. 新規アプリケーションとして新しいアプリケーション プロファイルを保存します（[Save as App]）。 

 

アプリケーションの展開と管理 

1. CCM UI の左ペインに表示される [Applications] リンクをクリックし、必要なアプリケーションの [Deploy] リンクをクリックします。 

 

Cisco CloudCenter スタートアップ ガイド 10 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/


Cisco CloudCenter のドキュメント 

2. [Deployments] リンクをクリックし、[Application Deployments]、[Deployment Environments]、および [Projects] を管理します。 

 
3. 実装ポリシー：[Action Policies]、[Custom Actions]、[Scaling Policies]、[Aging Policies]。詳細については、「Policies」を参照してください。 
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パフォーマンスの最適化 

1. 複数のレポートを生成して分析します。詳細については、「Reports Overview」を参照してください。 

 
2. クラウドの健全性とステータスをモニタし、ベンチマークを分析します。詳細については、「Benchmark Applications」を参照してください。 
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UI の動作 
● エラー処理 
● 設定可能なデフォルト設定  
● 共有ポップアップ 
● 保存せずにキャンセル 

エラー処理 

CloudCenter UI では、展開環境の設定中に発生したエラーに関するフィードバックがリアルタイムで示されます。 
 

状況 エラー メッセージが表示される場所 例 

設定プロセス中にグローバルな

システム メッセージが表示された 
ページ上部（ヘッダーの下）のピンク

（エラー）またはグリーン（成功）のバ

ナー内 

The configured Orchestrator is not accessible. 

各フィールドに適切な情報が入

力されていない 
フィールドの下 No special characters allowed. Please remove them. 

セクションの必須フィールドが未

完了 
セクション ヘッダーの横 At least one region and account must be selected 

ユーザ フロー ボタンをクリック

する前に必須フィールドが選択

されていない 

ページ下部のボタンの横 リージョンとクラウドを選択して展開環境の名前を入力すると、[Define 
Default Cloud Settings] ボタンが使用可能になります。 
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設定可能なデフォルト設定 

デフォルトを詳細に設定できます。以下のアイコンの使用例については、「Deployment Environment Defaults」を参照してください。 
 

アイコン コントロール 設定 デフォ

ルト 
説明 

スイッチ 
 

 

機能 Off Yes 機能が無効になり、これ以上の設定は不要です。 

On – 必要に応じてこの機能を有効にして、さらに詳細に設定できます。 

Eye 
 

 

Visibility Visible Yes エンドユーザは、事前設定されているデフォルトを表示できます。 

Hidden – エンドユーザは、事前設定されているデフォルトを表示できません。 

Lock 
 

 

設定

（Configuration） 
Unlock Yes エンドユーザは、事前設定されているデフォルトを変更できます。 

Lock – エンドユーザは、事前設定されているデフォルトを変更できません。 

共有ポップアップ 

各自のアクセス レベルに従って、3 つのレベルで共有を設定できます。詳細については、「Permission Control」を参照してください。 
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タブ コントロール 

ユーザ ● ユーザごとに固有のアクセス許可を割り当てるには、このリソースにユーザを追加してから、各ユーザにアクセス許可オプションを設

定します。 
● すべてのユーザに同じアクセス許可を割り当てるには、[All users in my Tenant] ボックスをオンにして、アクセス許可オプションを設

定します。 

グループ ● ユーザ グループにアクセス許可を割り当てるには、このリソースにユーザ グループを追加してから、アクセス許可オプションを設定し

ます。 

テナント ● ユーザごとに固有のアクセス許可を割り当てるには、このリソースにユーザを追加してから、各ユーザにアクセス許可オプションを設

定します。 
● 共有テナント階層の全ユーザでリソースを共有するには、[All users in my Tenant & Sub-Tenants] ボックスをオンにします。 

 

保存せずにキャンセル 
設定中は、フォームの右上隅にある [X] ボタンをクリックすることにより、フォームへの変更や追加をキャンセルできます。この操作によって、フォームを

起動した元のページにシームレスに戻ることができます。 
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リリース ノート 
● 4.6.1 
● 4.6.0 

4.6.1 

Cisco CloudCenter 4.6.1 リリース ノート 

● リリース日  
● アーキテクチャ  
● クラウド 
● アプリケーションおよびサービス  
● 管理およびガバナンス  
● セキュリティ 
● 廃止  
● CCM UI  
● API 
● CLI 
● マニュアル  
● 既知の問題  
● 解決済みの問題 

リリース日 

2016 年 11 月 7 日 

アーキテクチャ 

更新なし。 

クラウド 

● すでにサポートされている AWS および SoftLayer に加え、Azure、AzureRM、Google、Dimension Data に対してもインスタンス タイプとイメー

ジ同期がサポートされるようになりました。詳細については、「Manage Instance Types」を参照してください。 
● 展開環境を構成したり、展開環境のデフォルトを設定する際には、オプションの [Instance Profile] フィールドを使用できます。このフィールドを設

定する場合は、AWS Cloud アカウントで設定したインスタンス プロファイルで使用する Amazon Resource Name（ARN）名を入力します。 
● 新規のクラウド リージョン：  

● AWS： 
● US East (Ohio) 
● 完全なリストについては、「パブリック クラウド」を参照してください。 

● AzureRM： 
● UK South (London)  
● UK West (Cardiff) 
● 完全なリストについては、「パブリック クラウド」を参照してください。 

● OpenStack（4.6.0 で利用可能。4.6.1 でテストおよび検証済み）  
● Mitaka 
● Newton 
● 完全なリストについては、「データセンターとプライベート クラウド」を参照してください  

● 新規の AWS インスタンス タイプ： 
  

 
インスタンス タイプは、各リージョンに固有のものではありません。インスタンスによっては一部のリージョンで使用できません。注意して

ください。 

● g2.8xlarge  
● m4.16xlarge  
● p2.8xlarge  
● p2.xlarge  
● t2.nano  
● x1.16xlarge  
● x1.32xlarge 
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アプリケーションおよびサービス 

● ワークフローの変更： 
● ノード初期化ワークフローでは、アプリケーション プロファイルと外部サービスの環境変数が他のすべての階層に挿入されます。 
● VM 階層の外部初期化ワークフローでは、アプリケーション層レベル、サービス レベル、リージョン レベル、およびアプリケーション プロ

ファイルの環境変数が他のすべての階層に挿入されます。 
● 詳細については、「Deployment Lifecycle Scripts」を参照してください。 

● CloudCenter アプリケーションのいずれかのアプリケーション層の [Provision Hardware Server] チェックボックスをオンにすると、展開の一環とし

て（全階層用に）作成されるアプリケーション VM はすべて、ベア メタル サーバになります。詳細については、「Provisioning Bare Metal Servers」
を参照してください。 

管理およびガバナンス 

● 名前が変更されたレポート：各レポートで提供される情報と合致するように、レポート名が次のように変更されました。 
● Usage Summary Report の名前は、Usage Details Report に変更されました。 
● Spend Summary Report の名前は、Usage Summary Report に変更されました。 
● VM Inventory Report の名前は、Managed VM Inventory Report に変更されました。 
● Un-Managed VM Inventory Report の名前は、Unmanaged VM Inventory Report に変更されました。 

セキュリティ 

● パスワード長：Cloud Center では、すべての設定に 5 文字以上のパスワードが適用されるようになりました。 
● 電子メール通知：CloudCenter プラットフォームでは、有効期限が切れる前にパスワードの変更を促す電子メールが送信されます。 
● 詳細については、「Password Reset」を参照してください。 

廃止 

CloudCenter 4.6 では、次の機能が非推奨になります。 
 

● Trial Users Report は非推奨になりました。 
● Invoice Summary Report は非推奨になりました。 
● RackSpace クラウドのサポートは非推奨になりました。 

これらに関する記述は CloudCenter 4.6 のドキュメントから削除されます。 

CCM UI 

本リリースでの UI の変更については、このページに記載されているリンクを参照してください。 

API 

● 新規 API：なし 
● 更新された API： 

● v1 API： 
● List VMs API が更新され、vmOperationData 属性が含まれるようになりました。 

● v2 API：各レポートで提供される情報と合致するように、次の API の名前が変更されました。 
● View Usage Summary Report API の名前は View Usage Details Report に変更されました。 
● View Spend Summary Report の名前は View Usage Summary Report に変更されました。 
● View VM Inventory Report の名前は、View Managed VM Inventory Report に変更されました。 
● View Un-Managed VM Inventory Report の名前は、View Unmanaged VM Inventory Report に変更されました。 

CLI 

更新なし。 

マニュアル 

● CloudCenter 4.6.1 での変更点：本リリース向けドキュメントの詳細については、この項に記載されているリンクを参照してください。 
● ServiceNow の追加：CloudCenter-ServiceNow 統合アプリケーションをサポートするために、次のページが追加されました。 

● Architectural Overview 
● 統合の概要  
● インストールおよび設定 

● インストールの手順：CloudCenter のインストール手順の説明が全面改訂されました。有用性が高い説明とインストール手順が統合され、すべて

のコンポーネント、モード、シナリオにシームレスに適用できるようになりました。新しいバージョンには次の項が含まれています。 
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● インストール 
● Platform Architecture  
● CloudCenter Components  
● 設置の概要  
● Installation Approach  
● Component Modes and Roles  
● Phase 1: Prepare Infrastructure 
● Phase 2: Configure Network Rules 
● Phase 3: Perform Network Compliance Check  
● Phase 4: Install Components 

● サポートへのお問い合わせ：サポート チームへの問い合わせリンクが、https://mycase.cloudapps.cisco.com/case になりました。この新しいリン

クはすべてに反映されます。 
● 検索結果： 

● すべてのドキュメントの検索結果として、各 CloudCenter バージョンの入手可能なリリースがすべて表示されます。バージョンを選択します。 
● ホーム ページの [Restrict Your Documentation Search] フィールド（次の図で強調表示）で、検索結果を当該リリースだけに絞り込み

ます。 

 
たとえば、CloudCenter 4.6 のホームページは [Cisco CloudCenter Documentation, Version 4.6] です。[Search Documentation] フィ

ールドに検索する文字列を入力します。 
● 詳細については、「ドキュメントの検索」を参照してください。 

既知の問題 

CloudCenter 4.6.1 には次のような既知の問題があります。 
 

● インストーラを使用して CCM をインストールし、CCM を設定して、CCM VM をリブート/再起動すると、Tomcat が自動的に再起動します。ただ

し、場合によっては、手動で Tomcat を起動する必要があります。 

解決済みの問題 

以下の問題は、CloudCenter 4.6.1 で解決済みまたは対処済みです。 
 

● 問題：SoftLayer クラウドにアプリケーションを展開した場合、アプリケーションは正常に展開されます。しかし、[Managed VM Inventory Report] 
ページで VM の電源オフや再起動を試みると、タスクが完了しません。これらの操作は [Job Details] ページでは機能します。 
解決策：CloudCenter 4.6.1 では修正プログラムを提供して、SoftLayer アプリケーションの展開における [Managed VM Inventory Report] ペー

ジでの VM の電源オフや再起動に対処しています。 
● 問題：イメージに VM テンプレートをマッピングすると、展開に失敗することがあります。この問題を回避するには、テンプレートを VM に変換して、

スナップショットを取得し、リンク クローン モードを使用します。 
解決策：スナップショットと VM テンプレートの両方に対して [Full] クローン オプションを使用できます。VM テンプレートを使用して VMware クラウ

ドのイメージを設定する場合は、フル クローンとリンクド クローン モードの影響に注意してください。詳細については、「VMware Configurations」
を参照してください。 
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● 問題：アプリケーション プロファイルで定義したパス パラメータ（グローバル パラメータまたは階層レベルのカスタム パラメータ）が、

[Deployments] ページに設計どおりに表示されません。 
解決策：パス パラメータは、アプリケーションの展開時にいずれかのパラメータ タイプとしてグローバル レベルで追加されるようになりました。 

● 問題：AzureRM を使用する VM とプライベート vCenter クラウドを使用する VM が混在するハイブリッド クラウドに、負荷分散 VM のクラスタを

展開した場合、展開は正常に実行され、すべての VM が設計どおりに動作し、HAProxy VM から IP アドレスにアクセスできます。しかし、ロード 
バランサによってトラフィックがルーティングされない VM があるため、ラウンド ロビン ペイロードが確保されません。 
解決策：AzureRM 階層の IP アドレスが AzureRM 以外の階層に伝播されませんでした。CloudCenter 4.6.1 には、IP アドレスを正確に伝播する

ための修正プログラムが含まれています。 
● 問題：日本ロケール対応の OS に vCenter を組み込んだ場合、ひらがな/漢字にローカライズされた vCenter リソース名が返され、（展開の一貫

である）VM の再設定が完了しません。 
解決策：オプション キー「vmware.scsci0.la bel.regex」を使用することにより、gateway.properties の他の正規表現を上書きして定義できます。

デフォルトの正規表現が失敗した場合でも、この上書きによって手順を続行できます。このキーは gateway.properties ファイルではオプションな

ので、デフォルトでは存在しません。このプロパティは、SCSI Controller 0 ラベルとの照合に使用する正規表現を変更する場合に使用されます。

また必要に応じて、その他のロケール環境用にこの上書きを編集して使用できます。 
● 問題：イメージに VM テンプレートをマッピングすると、展開に失敗することがあります。この問題を回避するには、テンプレートを VM に変換して、

スナップショットを取得し、リンク クローン モードを使用します。 
解決策：CloudCenter 4.6.1 には、VM テンプレートによる VMware 展開を設計どおりに実施するための修正プログラムが含まれています。詳細

については、「VMware Configurations」を参照してください。 
● 問題：CloudCenter 4.5.1 から CloudCenter 4.6.0 へのアップグレード後に、ELB や RDS サービスを一時停止、再開、または終了することがで

きませんでした。 
解決策：CloudCenter 4.6.1 では修正プログラムを提供して、CloudCenter 4.6.1 へのアップグレード後に ELB や RDS サービスを一時停止、再

開、または終了できるようにしています。 
● 問題：エージェントからキューへの過剰なハートビート メッセージ。 

解決策：CloudCenter 4.6.1 には、ノード ハートビートの検出方法を変更してオーバーヘッドを削減するための修正プログラムが含まれています。

この修正プログラムは CloudCenter 4.5.6 で初めて導入され、本リリースにも移植されました。 
● 問題：エージェントがアクティブな状態であっても、選択的な CloudCenter 展開の一部のインスタンスが CCM UI で表示されませんでした。 

解決策：CloudCenter 4.6.1 には、VM ハートビートの検出方法を変更する修正プログラムが含まれています。さらに、この問題を解決するために

ハートビートの処理方法も変更されました。 
● 問題：ネーミング コールアウトを使用せず、起動した VM のホスト名を設定する必要がある場合に、/usr/local/osmosix/etc/hostname ファイルお

よびスクリプトでホスト名を更新できませんでした。 
解決策：CloudCenter 4.6.1 には VM 上にホスト名を保持するための修正プログラムが含まれているので、必要に応じてホスト名を復元できます。 

● 問題：VMware クラウドの IPAM コールアウト スクリプトを作成するときに、パスワード タイプのパラメータを使用したり、スクリプトに渡すことがで

きません。IPAM コールアウト スクリプトで非パスワード パラメータしか使用できません。 
解決策：CloudCenter 4.6.1 には、パスワード タイプのパラメータを IPAM コールアウトに渡すための修正プログラムが含まれています。 

4.6.0 

Cisco CloudCenter 4.6.0 リリース ノート 

● リリース日  
● アーキテクチャ  
● クラウド 
● アプリケーションおよびサービス  
● 管理およびガバナンス  
● セキュリティ 
● 廃止  
● CCM UI  
● API 
● CLI 
● マニュアル  
● 既知の問題  
● 解決済みの問題 
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リリース日 

2016 年 10 月 1 日 

アーキテクチャ 

● インストーラ： 
● パッケージ ストア インストーラ： 

● CentOS7 および REHL7 オペレーティング システムで使用可能。Ubuntu 12.04 で引き続き使用できます。 
● CentOS7 のコンテナ イメージをホストする Docker レジストリ（追加）をインストールします（追加設定不要のサービス）。 

● インストールの詳細： 
● ネットワーキング要件  
● インストール 

● PostgreSQL データベース： 
● CloudCenter 4.6.0 では、MySQL の代わりに PostgreSQL データベースが使用されます。 
● PostgreSQL データベースに対するアプライアンスの取り付け手順と設定手順およびインストーラは、以前のリリースの MySQL に対す

る手順と同様です。 
● 4.6 へのアップグレードでは、MySQL から PostgreSQL へのデータの移行が行われます。 
● ハイ アベイラビリティ（HA）モードでは、PostgreSQL データベースを 2 台のスタンドアロン サーバにセットアップしてマスター/スレーブ 

レプリケーション モードにする必要があります。 
● HA 以外のモードでは、データベースは CCM を使用してインストールするか、スタンドアロン サーバとしてインストールできます。スタン

ドアロン VM に PostgreSQL をインストールするには、CCM に対してポート 5432 を開く必要があります。 
● 詳細については、「Installation」を参照してください。 

● ハイ アベイラビリティとデータ レプリケーション： 
● すべてのレプリケーションの変更を db_config_wizard で直接設定できるようになりました。 
● HA のセットアップでは、データベースを個別の仮想マシンにインストールする必要があります。 
● 以前のバージョンでは MySQL データベースはマスター モードに設定されましたが、データベース サーバはマスター/スレーブ レプリ

ケーション モードに設定されます。 
● 詳細については、「Installation」を参照してください。 

● CloudCenter 4.6.0 へのアップグレード：  
● 非 HA モード： 

1. CCM-Database Upgrade 
2. CCO Upgrade 
3. AMQP Upgrade 
4. Health Monitor Upgrade 

● HA モード： 
● CCM-DB Upgrade in HA Mode  
● CCO Upgrade in HA Mode 

クラウド 

● VMware：IPAM ネーミング コールアウト：以下の機能を設定できます。 
● コールアウトを特定するためのインスタンス ネーミング戦略。 
● クラウド リージョン レベルでのインスタンス IPAM 戦略。 
● IPAM コールアウト スクリプトで、（VMware vSphere コンソールで作成済みの）カスタマイズ仕様の名前を指定します。 
● 詳細については、「VM Name Config」を参照してください。 

● OpenStack：V2 または V3 エンドポイントを設定する機能。 
● OpenStack クラウド アカウントを追加するときに、V2 または V3 の API エンドポイントを選択できます。 
● V3 API を選択する場合は、デフォルトのドメイン ID またはドメイン名を入力します。 
● クラウド リージョンの設定によってリージョンが検証されます。以前のリリースではリージョン設定が検証されませんでした。 
● 詳細については、「Configure Cloud(s)」の「Configure an OpenStack Cloud」を参照してください。 

アプリケーションおよびサービス 

● 可用性セットと可用性ゾーン 
● クラスタの一部として起動される仮想マシンは、複数の可用性ゾーン（OpenStack、AWS）または可用性セット（AzureRM）に均等に分散

させることができます。 
● スケーリング動作（拡大または縮小）中でも、VM はゾーン全体に拡張されます。 
● この機能はアプリケーション内の各層に固有のものであり、AWS、AzureRM、および OpenStack クラウド構成に適用されます。 
● 詳細については、「Availability Sets and Zones」を参照してください。 
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● OOB サービスのコンテナ化： 
● ワーカー イメージに Docker エンジンがインストールされている場合、一部のアウトオブボックス（OOB）CloudCenter サービスは、アプ

リケーション VM（ワーカー）内のコンテナとして実行されます：Apache2、Memcached、MongoDB、MySQL、Nginx、Tomcat6/7。 
● 詳細については、「Dedicated Docker Registry Installation」を参照してください。 
● OOB サービスの完全なリストについては、「サービス」を参照してください。 

● 外部サービスからの情報の受け渡し： 
● CloudCenter 外部サービスは、入力パラメータとして ipAddress、hostName、environment を受け取ります。 
● 詳細については、「External Service」の「Passing Information from External Services」を参照してください。 

管理およびガバナンス 

● 拡張： 
● APIC ポリシー モデルは、CloudCenter プラットフォームでスタンドアロンの拡張として使用できます。これを使用すると、ネットワークを

より適切に迅速かつ容易に分離できるので、ACI オブジェクトの作成が簡単になります。 
● ACI 拡張を作成して、ACI 環境内のネットワークをプロビジョニングする CCO の機能を拡張できます。詳細については、「ACI 

Integration」を参照してください。 
● その後、拡張を使用して、展開環境レベルとアプリケーション プロファイル レベルで CloudCenter リソースを設定できます。詳細につい

ては、「Extensions」を参照してください。 
● CloudCenter API を使用して ACI 拡張を設定します。詳細については、以下の API に関する項を参照してください。 

● 展開環境の機能拡張： 
● 展開環境管理とジョブ送信プロセスが再設計されました。 
● クラウドのデフォルトに関するセキュリティを確保し、同時に、各展開環境用に設定されたデフォルトの展開設定を保持する機能。 
● 展開プロセス中にエンドユーザによって変更されないように、展開環境のデフォルトをロックする機能。 
● 展開環境のデフォルト設定を定義するが、それをロックしない柔軟性。これにより、エンドユーザは展開時にデフォルト値を選択し、さらに

リスト内の許可されている他の値も選択することができます。 
● 簡易化ネットワークを指定する機能。展開時にエンドユーザに提供されるわかりやすい名前にクラウドのネットワーク設定をカプセル化

できます。 
● CloudCenter 4.6.0 よりも前では、デフォルトのクラウド リージョンとともにデフォルトのインスタンスを選択できました。CloudCenter 

4.6.0 にアップグレードする場合は、デフォルトのインスタンスを手動で再度選択する必要があります。 
● 詳細については、「Deployment Environment Defaults」を参照してください。 
● Submit Job (v2) API を使用している場合は、新規展開ワークフローに関連付けられているフォームに入力して対応する JSON 要求本

文を取得し、API で使用できます。API 固有の詳細については、以下の API に関する項を参照してください。 
● レポート：  

● 新しい Usage Summary Report は、テナント別またはクラウド リージョン別にクラウド コストを集約します。各テナントまたはクラウド 
リージョンはグループとして集約され、それぞれのドロップダウン矢印をクリックすると個別に集約されます 

● Usage Details Report には、テナントの使用状況情報が各サブテナント レベルまで示されます。このレポートの一部の情報が Usage 
Summary Report で参照できるようになり、CloudCenter プラットフォームでは同じ場所に関連情報が表示されます。 

● Managed VM Inventory Report と Unmanaged VM Inventory Report が再設計され、使いやすさとパフォーマンスが向上しました。 
● 「Reports Overview」の項で、「All Reports」の項に記載されている共通フィルタと機能を確認できます。 
● 新しい UI に更新した場合、残りのレポートは以前のリリースと同じ情報を引き続き提供します。 
● レポート管理 API： 

● 新しい JSON 形式と標準化されたフィールド名が含まれています。たとえば、vendorId の名前は tenantId に変更され、

cloudType は regionName に変更されました。 
● ページネーション情報は、詳細情報セクションの表データにのみ提供されます。 
● フィルタの詳細が簡易化されました。UI の列名メタデータと未使用フィールドは v2 バージョンで廃止されました。 
● API 固有の詳細については、以下の API に関する項を参照してください。 

セキュリティ 

更新なし。 

廃止 

CloudCenter 4.6 では、次の機能が非推奨になります。 
 

● Manage VM Inventory オプション（CloudCenter 4.5 以前のリリースでのみ利用可能）は非推奨になりました。 
● 管理対象インベントリ オプションは Managed VM Inventory Report で提供され、課金とコスト関連のデータベース ビューに基づく詳細

を提供します。 
● 管理対象外インベントリ オプションでは、ソースとして展開環境が使用されなくなりました。代わりに、クラウド アカウントとクラウド リー

ジョンの詳細が使用されます。詳細については、「View Non-Managed Cloud Details」を参照してください。この変更は、下位のテナント

階層のユーザが管理権限がない VM を表示できないようにするために行われました。 
● CloudCenter プラットフォームのスポット インスタンス機能はサポートされなくなりました。 
● CloudCenter 4.6 プラットフォームでは、次のクラウドはサポートされません。 

● ブラケット 
● Cisco Cloud Service（CSS）  
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● HP 
● CloudN  
● CloudStack 

これらに関する記述は CloudCenter 4.6 のドキュメントから削除されます。 

CCM UI 

● 新しい CCM UI の拡張機能： 
● 新規のダッシュボード：コスト計算、ランタイム、実行中の VM インベントリに基づいてリソース情報を表示する、新しい Summary ダッ

シュレットがダッシュボードに加わりました。管理者は、テナント階層全体の使用状況とコストのサマリーを表示することもできます。一般

的なダッシュレットは、いくつかの新しいダッシュレットとともに CloudCenter 4.6.0 ダッシュボードで引き続き使用できます。詳細につい

ては、「ダッシュボード」を参照してください。 
● 展開環境の使いやすさ：展開環境管理とジョブ送信プロセスが全面的に再設計され、使いやすさが向上しました。 
● 新しい UI の動作：CloudCenter UI では、展開環境の設定中や新規ジョブの展開中に発生したエラーに関するフィードバックがリアルタ

イムで示されます。詳細については、「UI の動作」を参照してください。 

API 

CloudCenter 4.6.0 では、必要に応じて v2 API が導入されます。次のリストは、新バージョンがある API を示しています。新しい API を初めて導入し

た場合、その API は引き続き v1 を使用します。v1 がまだその API の第 1 バージョンであるからです。「CloudCenter API Overview」の項には、v1 と 
v2 の相違に関する詳細が示されています。また、API の細かい相違点については、以降の「マニュアル」の項を参照してください 

 
● 新規 API： 

● v1 API： 
● ACI 拡張： 

● Create Extension  
● View Extensions  
● 拡張の更新  
● Delete Extension 

● レポート管理： 
● Create Report Filter  
● View Report Filters  
● Update Report Filter  
● Delete Report Filter 

● インベントリ管理： 
● View Non-Managed Cloud Details 

● v2 API： 
● ジョブ管理： 

● Submit Job (v2)  
● Submit Benchmark  
● View Jobs 
● View Job Details 
● View Benchmark Details  
● Update Job 
● Delete Job 

● レポート管理： 
● View Usage Summary Report  
● View Usage Details Report 
● View Managed VM Inventory Report  
● View Unmanaged VM Inventory Report 

● クラウド インスタンス管理 API 
● View Cloud Instances 

● 更新された v1 API： 
● Perform User Actions（MANAGE_CLOUDS ペイロード） 
● Get Job Details（excludeTerminatedNodes クエリー属性） 
● View Tenants（includeDeleted クエリー属性および deleted 応答属性） 

● 補足事項： 
● API Error Codes リストが更新され、さらにエラー メッセージが追加されました。 
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CLI 

更新なし。 

マニュアル 

● 機能のドキュメント：詳細については、このページに記載されているリンクを参照してください。 
● 再ブランディング： 

● CliQr がシスコの一員になりました。 
● この変更は、CloudCenter 4.6 のドキュメント全体に反映されています。 
● ドキュメント Web サイトの URL には http://docs.cloudcenter.cisco.com からもアクセスできます。 

● ドキュメントのバージョン：http://docs.cloudcenter.cisco.com で、左ペインの [Documentation Version] ドロップダウンから、ご使用の 
CloudCenter リリースに応じたドキュメント バージョンを選択してください。デフォルトでは、ドキュメントの最新バージョンがホームページに表示さ

れます。 
● 検索結果：すべてのドキュメントの検索結果として、各 CloudCenter バージョンの入手可能なリリースがすべて表示されます。バージョンを選択しま

す。ホーム ページの [Restrict Your Documentation Search] フィールド（次の図で強調表示）で、検索結果を当該リリースだけに絞り込みます。 

 
たとえば、CloudCenter 4.6 のホームページは [Cisco CloudCenter Documentation, Version 4.6] です。[Search Documentation] フィールドに

検索する文字列を入力します。 
● v2 API のドキュメント：該当する場合は、CloudCenter プラットフォームで API の新バージョンが示されます。これは初めてのことです。新バージョ

ンがある場合は、個々のセクションに各バージョンの情報を確認するためのオプションが表示されます。例： 
● Job Management APIs（2 つの新しいセクションがあります）：  

● v1 Job Management 
● Submit Job  
● List Jobs 
● … 

● v2 Job Management 
● Submit Job (v2)  
● View Jobs 
● … 

既知の問題 

CloudCenter 4.6.0 には次のような既知の問題があります。 
 

● 現時点では、展開環境内の制限付きユーザに対して [Done] ボタンは有効になりません。そのため、制限付きユーザはクラウドやアカウントを追

加したり削除することができません。制限付きユーザは新しいクラウドやクラウド アカウントを追加できますが、展開環境のオーナーがリソースに

アクセスできない場合は、それらのリージョンやクラウド アカウントを削除できません。 
● Internet Explorer 10 を使用して CCM UI にアクセスする場合は、ブラウザに対する Windows 管理者アクセス権限を持っていないと、CCM UI 

を表示したり使用したりできません。Internet Explorer 10 を使って CCM UI ベースのタスクを表示して実行するには、Windows の管理者資格情

報を使用してログインする必要があります。 
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● CloudCenter 4.6.0 よりも前のリリースで Elastic Load Balancer（ELB）サービスを使用するアプリケーションを起動している場合は、

CloudCenter 4.6.0 でそのサービスを一時停止したり再開したりできないので注意してください。この問題を回避するには、CloudCenter 4.6.0 に
アップグレードする前に、アプリケーション/サービス情報をバックアップし、そのアプリケーションを終了させます。アップグレードした後にアプリケー

ションを再起動できます。 
● 課金タスクは、スケジュールされた時間ごとにしか実行されません。そのため、ジョブが正常に展開された場合でも、そのジョブの初期コスト項目

は、毎時間の課金タスクが少なくとも 1 回実行された後にのみ表示にされます。実行中のジョブのコストがダッシュボードとすべてのレポートに表

示されるまでに、最大 1 時間かかることがあります。 
● SoftLayer クラウドにアプリケーションを展開した場合、アプリケーションは正常に展開されます。しかし、[Managed VM Inventory Report] ページ

で VM の電源オフや再起動を試みると、タスクが完了しません。これらの操作は [Job Details] ページでは機能します。 
● Windows 環境用のサービス バンドルを作成するときに、バンドルに含めるスクリプトの拡張子タイプを指定しないと、スクリプトが設計どおりに実

行されない可能性があります。たとえば、スクリプトに、service.cmd や service.ps1 ではなく、service という名前を付けると、スクリプトは設計ど

おりに実行されない可能性があります。この問題を回避するには、Windows 環境で使用する際に、サービス バンドル内のすべてのスクリプトに

（スクリプトに応じた）有効な拡張子が付いていることを確認します。 
● 30 日間のデータを要求したときに All Reports に表示されるデータは、過去 30 日間のものではなく、月の最初の日からのデータです。この問題

を回避するには、データの [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指定します。 
● アプリケーション プロファイルで定義したパス パラメータ（グローバル パラメータまたは階層レベルのカスタム パラメータ）が、[Deployments] ペー

ジに設計どおりに表示されません。 
● v1 Get Job Details API や v2 View Job Details API に対する応答のリストに、一時停止中の操作が含まれません。 
● イメージに VM テンプレートをマッピングすると、展開に失敗することがあります。この問題を回避するには、テンプレートを VM に変換して、スナッ

プショットを取得し、リンク クローン モードを使用します。詳細については、「VMware Configurations」を参照してください。 

解決済みの問題 

以下の問題は、CloudCenter 4.6.0 で解決済みまたは対処済みです。 
 

● 問題：ジョブ ステータスを変更するときに API を使用してアクション ポリシーを作成すると、要求本文の必要なデータが欠落します。たとえば、

NewStatus など。さらに、ステータスに NewStatus の期待値が使用されていた可能性があります。 
解決策：この問題は、属性の名前を変更し、各ステータスの属性に対して正しいデータが表示されることを検証することで解決しました。また、

CloudCenter 4.6.0 では、変更前のジョブのステータスを表示する、古いステータス用の属性（oldStatus）が新たに追加されました。 
● 問題：AWS クラウドを使用する階層と AzureRM クラウドを使用する別の階層があるマルチレイヤ ハイブリッド展開環境では、情報は 1 つの階層

から別の階層へと入力されます。しかし、スケーリング イベント（拡大または縮小）中は、情報が階層から次の階層へと入力されません。 
解決策：CloudCenter 4.6.1 には、情報を正確に入力するための修正プログラムが含まれています。 

● 問題：CentOS サービスを編集して、（変更の有無にかかわらず）保存すると、このサービスを使用する展開が不完全な状態になることがありま

す。この問題は、展開時に CentOS.zip というバンドル ファイルのダウンロードをトリガーするフラグによって発生します。このファイルは存在せ

ず、また不要であるため、展開が不完全な状態になります。 
解決策：CloudCenter 4.6.0 にはこの問題に対する修正プログラムがあります。また、このフラグの問題のカラムはデータベースから削除されま

した。 
● 問題：インスタンス タイプを更新すると、インスタンス プライスが小数第 2 位に丸められます。たとえば、UI を使ってコスト 0.0512 を保存した場

合、データベースに値 0.0512 が保存されていても、UI では 0.0512 ではなく 0.05 と表示されます。 
解決策：この問題は解決され、UI は小数点以下 9 桁までの数値を維持します。 

● 問題：CloudCenter 4.6 よりも前のバージョンで、アプリケーションの展開時にプロファイルに属性を追加し、確認付きパスワードタイプ（「Using 
Parameters」を参照）を使用した場合は、「Password cannot be empty and has to match the confirm password」というエラーメッセージが表示

されます。 
解決策：このエラーは、確認付きパスワードタイプに値を適用するように CloudCenter 4.6 UI が改善されたことにより引き起こされます。次の 2 つ
の方法のいずれかを実行できます。 

● [Confirm Password] フィールドにパスワードを再入力し、アプリケーションの展開を続行します。 
● 展開をキャンセルし、プロファイルを編集して保存してから、アプリケーションを展開します。 

● 問題：新規行がアクション ポリシー 電子メール テンプレートに自動的に追加されません。一般的に、この問題は、テキストを HTML として解釈す

るマクロ置換を使用すると発生します。回避策として、必要に応じて <br /> を挿入します。 
解決策：CloudCenter 4.6.0 では、この問題に対処するためにソフトウェアが変更されています。現在、新規行はアクション ポリシー 電子メール 
テンプレートに自動的に追加されます。 

WalkMe の統合 
● 概要 
● Walk Me Through  
● WalkMe の無効化 

Cisco CloudCenter スタートアップ ガイド 25 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/All+Reports
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Managed+VM+Inventory+Report
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/All+Reports
http://docs.cliqr.com/display/40API/Get+Job+Details
http://docs.cliqr.com/display/40API/View+Job+Details
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/VMware+Configurations
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Using+Parameters
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Using+Parameters
http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD42/Policy+Management
http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD42/Policy+Management


Cisco CloudCenter のドキュメント 

概要 

CliQr の WalkMe プラットフォームの統合により、CCM UI のユーザ エクスペリエンスがシンプルになります。ガイダンスおよびエンゲージメント ツール

（ポップアップ バルーン、通知バー、アクション ボタンの呼び出しなど）によって、複数のプロセスに対処できます。 

CCM UI に初めてログインすると、必要な手順の実行に役立つ [Welcome to CliQr's CloudCenter] バナーが表示されます。 

 

このバナーには、CloudCenter プラットフォームを稼働に向けて準備するために最低限必要なリソースが表示されます。これらの手順を設定して、初

期設定を完了させてください。このバナーは管理者にのみ表示されます。 

Walk Me Through 
また、複数のウォークスルー フローにアクセスするための Walk Me Through エンゲージメント ツールも表示されます。
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スクロールして該当するヘルプ トピックを選択し、そのトピックのウォークスルーを開始します。管理者は [Tasks] タブをクリックすることにより、上記の

バナーに表示されている必須タスクのステータスを表示できます。 

WalkMe の無効化 

次のいずれかの方法を使用して、環境内で WalkMe ウィジェットを無効にできます。 
1. テナント：/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/vendor/{vendor_id}/vendor.properties ファイルに disable.walkme.help=1 を設定し

ます。 
2. ユーザ：CCM UI の右上隅にある [admin@company.com] リンク（または類似のリンク）から、以下を実行します。 

a. 無効にするには、[Hide Walkme] を選択します。 
b. 復元するには、[Show Walkme] 選択します。 

 

 

ブラウザとの互換性 
● 概要  
● ブラウザのサポート 
● 解像度要件 

概要 

この項には、既知のテスト済み CloudCenter 互換性要件が記載されています。 

ブラウザのサポート 

CloudCenter は、次のブラウザをサポートしています。 
 

ブラウザ バージョン 注 

Internet 
Explorer 
[Internet
Explorer] 

10+ Internet Explorer 10 を使用して CCM UI にアクセスする場合は、ブラウザに対する Windows 管理者アクセス権限を持ってい

ないと、CCM UI を表示したり使用したりできません。Internet Explorer 10 を使って CCM UI ベースのタスクを表示して実行す

るには、Windows の管理者資格情報を使用してログインする必要があります。 

Firefox 33+ – 

Chrome 33+ 一部のバージョンでは、アプリケーションやサービスに対して製品で使用されるロゴに問題があります。 

Safari 7+ [Apps] タブからアプリケーション メタデータをインポートすると、apps.zip ファイルが zip 形式でダウンロードされません。これは 
Safari の制限によるものです。 
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解像度要件 

CCM UI の解像度は、幅 1360 px（最小）で表示したときに最適になります。 

ログ ファイルの検索 
● ログ ファイルのタイプ  
● ログ レベル 

● level  
● ログ ファイルの取得 

ログ ファイルのタイプ 
CloudCenter プラットフォームでは、問題やエラーのトラブルシューティングに役立つ、主要コンポーネントのログ ファイルが生成されます。

CloudCenter ログ ファイルは、log4J ライブラリを使用して log4j 形式で生成されます。 

 
コンポーネント Log File Location 説明 

CCO osmosix.log /usr/local/tomcat/logs/osmosix.log CCO アプリケーションで生成されるログ。 
  

 
CloudCenter では、これらのログ ファイルに対し

て 10 件のリビジョンが保持されます。必ず最新

バージョンのログ ファイルを送信してください。 
 

CCM osmosix.log /usr/local/tomcat/logs/osmosix.log CCM アプリケーションで生成されるログ。 
  

 
CloudCenter では、これらのログに対して 10 件
のリビジョンが保持されます。必ず最新バージョ

ンのログ ファイルを送信してください。 
 

AMQP ● amqp.log 

● startup_log 
/var/log/rabbitmq AMQP サーバで生成されるログ。CloudCenter は 

RabbitMQ をオープン ソースのメッセージ ブローカーとして

使用し、AMQP を実装します。 

Linux 
アプリケーション 
VM 

cliqr-agent.log /usr/local/jetty/logs/cliqr-agent.log 管理エージェント アプリケーションで生成されるログ。 

service.log /usr/local/osmosix/logs/service.log Tomcat や Apache などのミッドティア サービスがある VM 
用に生成されるログ。これらのサービスが存在する場合、

CloudCenter では、そのサービスのオーケストレーションに

固有のメッセージが付いたログ ファイルが個別に生成され

ます。 

Windows 
アプリケーション 
VM 

node-metadata.log C:\opt\jetty\logs ノード メタデータ用に生成されるログ。 

cliqr-agent.log C:\opt\jetty\logs 管理エージェント アプリケーションで生成されるログ。 

service.log C:\Program Files\osmosix\logs Tomcat や Apache などのミッドティア サービスがある VM 
用に生成されるログ。これらのサービスが存在する場合、

CloudCenter では、そのサービスのオーケストレーションに

固有のメッセージが付いたログ ファイルが個別に生成され

ます。 

環境 
コールアウト スク

リプトの変数 

<timestamp> は
ファイル名です。 

/usr/local/osmosix/callout/<module_name>/logs/<timestamp> 入力変数の全リストは、コールアウト スクリプト ログで確認

できます。 

ログ レベル 

詳細なロギングのために、CloudCenter では、ログ ファイルに出力される情報の詳細度が複数のレベルで制御されます。CloudCenter には標準的な

ログ レベルがあります。すぐに使用できるように、ログ レベルはデフォルトに設定されています。 
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level 
 

● 説明：このファイルのログ レベル。 
● タイプ：列挙型 

 

列挙型 説明 

ALL すべてのレベルのロギング 

DEBUG システム フローの詳細情報は、通常、ログに書き込まれます。 

ERROR 他のランタイム エラーや不測の状況は、通常、CCM UI に表示されます。 

FATAL 途中終了を引き起こす重大なエラーは、通常、CCM UI に表示されます。 

INFO 起動またはシャットダウンのランタイム イベントは、通常、CCM UI に表示されます。 
したがって、最小限に抑えるようにしてください。 

TRACE 詳細ログ情報は、通常、ログに書き込まれます。 

WARN 非推奨 API の使用、API の不適切な使用、および望ましくないまたは予期しないランタイム状況は、通常、CCM UI に表示さ

れます。 

TRACE_INT 詳細ログ情報は、通常、ログに書き込まれます。 

OFF ロギングをオフにします。 

ログ ファイルの取得 

ログ ファイルを取得するには、次の手順を実行します。 
 

1. プラットフォーム管理者（root）として CCO VM にログインします。 
2. 必要なログ ファイル ディレクトリに移動します。たとえば、CCO ログ ファイルを取得する場合： 

cd /usr/local/tomcat/logs 
3. ログ ファイルをダウンロードします。 
4. CloudCenter サポートにログ ファイルを転送する場合は、サポート チケットにこのファイルを添付します。 

サポート チケットのチェックリスト 
● チェックリスト 
● 高度なトラブルシューティング  
● サポート チケットのファイル化 

チェックリスト 

実装/移行、管理、または制御プロセスのいずれかの段階で、クラッシュやスタックが発生した場合は、サポート チケットをファイル化して、チケットに次

の情報を添付または記入します。 
 

いいえ。 項目 

1 問題に発展した経緯を詳細に文書化します。 
 

● 変更/設定/追加/削除などの操作の対象。 
● 常に設定を取り消したり変更する可能性がある、クラウド セキュリティまたはモニタリング ツールをインストールしているかどうか。 
● イメージ マッピングを変更したか。手順を文書化したか。 
● 新しい CCO を追加したか。手順を文書化したか。 
● CCO の設定を変更したか。手順を文書化したか。 
● 新しいイメージ マップに最新バージョンの CloudCenter イメージがインストールされているか。 
● CloudCenter プラットフォームと同じバージョンの CloudCenter イメージがあるか。 

2 上に表示される Cloud Health & Status ダッシュボードの円が赤に変化している場合は、各自のクラウド ダッシュボードに移動し、各クラウド

に対してそのクラウドが実行されているかどうかを確認します。 
クラウドが停止している場合は、その問題を解決して、ライトが再び緑色に点灯していることを確認します。 
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3 クラウドが正常で、Tomcat サービスに問題がある場合は、Tomcat サービスを再起動します。 

4 すべてのログをバックアップし、問題につながるすべてのログとスナップショットを送信します。 

高度なトラブルシューティング 

いいえ。 項目 

1 問題があるサーバで jstack コマンドを実行し、ファイルにログを保存します。保存したファイルをサポート チケットに添付します。 
 
jstack TomcatServiceProcessID > LogFileName 

2 問題があるサーバで ps-efL コマンドを実行し、ファイルにログを保存します。そのファイルをサポート チケットに添付します。 
 
ps-efL TomcatServiceProcessID > LogFileName 

サポート チケットのファイル化 

サポート チケットに記入して、CloudCenter サポート チームに問い合わせてください。 

CloudCenter ダッシュボード 
● 概要 
● [Summary] ダッシュレット  
● [My Plan Usage] 
● [Cloud Status] 
● [Recent Deployments]  
● [Favorite Deployments]  
● 通知 

概要 

CloudCenter ダッシュボードは、CloudCenter プラットフォームの CCM UI のホームページです。このページには、企業にとって重要な事項の概要が

ダッシュレットの形式で表示されます。各ダッシュレットには、CCM UI 内の詳細やオプションがある場所へのダイレクト リンクが含まれています。 

[Summary] ダッシュレット 

 課金タスクは、スケジュールされた時間ごとにしか実行されません。そのため、ジョブが正常に展開された場合でも、そのジョブの初期コスト項目

は、毎時間の課金タスクが少なくとも 1 回実行された後にのみ表示にされます。実行中のジョブのコストがダッシュボードとすべてのレポートに表示

されるまでに、最大 1 時間かかることがあります。 

[Summary] ダッシュレットには、計算コスト（[Compute Cost]）、時間あたりのランタイム コスト（[Run Time]）、実行中の VM の数（[Running VMs]）に基づ

く情報が表示されます。最初の 4 つの項目がサマリー リストに表示され、それらの項目の下にあるリンクをクリックすると、各セクションの全リストにアクセ

スできます。 

このダッシュレットでは、次の複数のオプションを使用して情報を表示できます。 
 

● 次の情報を表示します。 
● View by Cloud（デフォルト）  
● View by Application 

● データ階層の概要： 
● All Tenants（デフォルト、最初の 4 つのリソース） 
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● My Tenant 

 
● My Data 

 
● Sub-Tenant 1 
● Sub-Tenant 2 など 

ダッシュボードの [Resource Summary] ダッシュレットはログインしているユーザ全員に表示されますが、さらにレポートを要求できるかどうかは、それ

ぞれのユーザに付与されている権限コントロールに応じて異なります。残りのレポートを表示する権限がある場合は、詳細について「Usage Summary 
Report」を参照してください。 
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[My Plan Usage] 
[My Plan Usage] セクションには、テナント管理者によって設定されたユーザごとのプランが表示されます。詳細については、「Usage Plan」を参照して

ください。 

 

[Cloud Status] 
[Cloud Status] ダッシュボードには、CloudCenter の展開における各クラウドのヘルス ステータスが一覧表示されます。 

 

デフォルトでは、設定されているすべてのクラウドが表示されます。 

[Recent Deployments] 
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このセクションには、CloudCenter インスタンスから起動された最新の展開が表示されます。[View More Deployment] リンクをクリックすると、

[Deployments] ページに移動して、起動されたすべての展開を一覧表示できます。 
ただし、プロジェクトはプロジェクト オーナーのダッシュボードにのみ表示されます。それに他のユーザが追加された場合でも、プロジェクトが公開され

るまで、ユーザのダッシュボードには表示されません。詳細については、「Projects and Phases」を参照してください。 

[Favorite Deployments] 
[Favorite Deployments] ダッシュボードには、すべてのお気に入りのジョブと展開が一覧表示されます。ジョブ/展開の横にある星形アイコンをクリック

して、ジョブ/展開をお気に入りとしてマークすると、それがお気に入りの展開リストに追加されます。 

 

展開の名前のリンクにカーソルを置いたときに、ジョブのステータスが [Deployed] と表示される場合は、そのリンクをクリックすると、展開されているア

プリケーションに直接移動できます。詳細については、「Deployments」を参照してください。 

通知 

 

設定に対する変更が CloudCenter プラットフォームで承認されると、通知が送信されます。いずれの場合も、通知はダッシュボードのこのセクションに

表示されます。たとえば、プロジェクトとフェーズは、展開が昇格/降格されるたびに示されます。 

[View More Notifications] リンクをクリックすると、[Activity Stream] ページに CloudCenter インスタンスのすべての通知が一覧表示されます。 
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CloudCenter の基礎 
● 機能  
● 導入モデル 
● マルチテナント モデル  
● アーキテクチャ 
● 主要コンポーネント 
● 用語集 

CloudCenter の機能 

 

モデル 
CloudCenter では、クラウドに依存しないアプリケーション プロファイルおよび関連するアーティファクト リポジトリを構築するためのプロセスとツール

が組織に提供されます。これにより、アーキテクチャ要件を検討して、各自の環境に適したプロファイル タイプを決定できます。 
 

● CloudCenter でサポートされるイメージまたはカスタム/プライベート イメージを使用する。 
● CloudCenter でサポートされるサービスまたはカスタム/プライベート サービスを使用する。 
● CloudCenter でサポートされるアプリケーションを使用するか、カスタム アプリケーションをインポートする。 
● 追加のカスタム スクリプトを作成するか、カスタム/作成済みのスクリプトをインポートする。 
● 独自のアプリケーション データ、ファイル、およびパッケージを使用する。 
● すでにデータが含まれているアプリケーションを使用する。 
● （公開またはプライベート）マーケットプレイスからインポートしたアプリケーションをモデル化する。 
● リストされている未公開のアプリケーションを複製するか、トポロジ モデラーを使用して新しいアプリケーションを作成する。 

詳細については、「Model」を参照してください。 

展開 

組織が CloudCenter を使用して既存のアプリケーション（自社製または商用）を移行したり、クラウド インフラストラクチャに新しいアプリケーションを実

装できるようにします。 
 

● アプリケーション（デスクトップ、コンピューティング、Web、その他の企業アプリケーション）のクラウド管理プロファイルを作成する。 
● 各アプリケーションに必要な階層をドラッグ アンド ドロップする。 
● 各アプリケーションのトポロジをグラフィカルに表示する。 
● クラウドの依存関係からアプリケーションの要件を分離する。 
● 複数のクラウドでアプリケーションを試用する。 
● 新規または既存のアプリケーションを（データなしで、またはデータ付きで）展開する。 

詳細については、「Deploy」を参照してください。 
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Manage 
CloudCenter を使用してアプリケーションの展開を管理したり、進行中の動作を実行できるように、組織を準備します。これにより、次のメリットを実現

できます。 
 

● 価格、パフォーマンス、その他の要素を測定し、アプリケーションに最適なクラウドを選択する  
● アプリケーションのベンチマーク 
● クラウド間のリリース管理タスクの実行  
● アプリケーションのライフサイクル管理アクティビティの管理 
● 各展開に対するポリシー主導型自動化の実装  
● バッチ コンピューティング タスクの実行 
● 展開のアップグレード 
● 有料向けのアプリケーション マーケットプレイスの管理（「Tenant Billing」の「Meter Applications」を参照） 

詳細については、「Manage」を参照してください。 

管理および制御 

複数のテナント（組織）と複数のユーザ（またはユーザ グループ）を組織が管理および制御できるようにします。このマルチテナント型マルチユーザ ガ
バナンス タイプでは、管理者は CloudCenter フレームワーク内のオブジェクトに対して権限と制御を詳細に設定できます。 
 

● ロールベース アクセス コントロール 
● コストに基づいたクラウドの詳細な制御  
● クラウド アカウントの管理 
● チャージバックや予算管理プランなどの財務管理 
● 条件付きガバナンスを実装するためのタグベースの配置ポリシー（アルファ）  

詳細については、「Govern and Administer」を参照してください。 

CloudCenter の展開モデル 
● 概要 
● シスコホステッド型の SaaS 展開  
● カスタマーホステッド型の専用の展開 

概要 

CloudCenter には次の 2 つの展開モデルがあります。 
 

● シスコホステッド型の展開：シスコによってホストされるサブスクリプション ベースの CloudCenter-as-a-Service SaaS 展開です。 
● カスタマーホステッド型の展開：カスタマーが決めた場所でカスタマーによってホストされる、専用のライセンス付き CloudCenter 展開です。 

  
 シスコは、カスタマーのアプリケーション データやカスタマー固有の CloudCenter メタデータにアクセスできません。 

シスコホステッド型の SaaS 展開 

ここでは、CloudCenter-as-a-Service の展開方法の概要を説明します。企業や組織が SaaS 展開として CloudCenter を配置することを決定した場

合は、CloudCenter サポートにお問い合わせください。 

このモデルの場合、シスコはそれぞれの展開に対して CCM と CCO をホストします。カスタマーは、必要に応じてプライベート環境に CCO を追加して

ホストすることにより、追加のプライベート クラウドを管理できます。 
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シスコホステッド型の SaaS 展開モデルの場合： 
 

● CloudCenter は、CloudCenter でサポートされるクラウドごとに CCO を展開します。 
● シスコは Enterprise Administrator（admin）をセットアップしてインストールし、CCM UI に対する資格情報を提供します。これにより、企業の管理

者は VM を設定して、ユーザを追加できます。 

シスコによって企業側に CloudCenter-as-a-Service がインストールされると、企業は CCM の設定を開始してユーザとグループを追加できるようにな

ります。必要に応じて CCO を追加購入し、プライベート データセンターにインストールできます。 

ホステッド サービス 

企業が SaaS 展開についてシスコと契約を締結している場合は、以下の期待事項、依存関係、ガイドラインに留意してください。 
 

● シスコは、サブスクリプション サービスをホストします。 
● シスコは、各クラウド上の展開を管理します。 
● シスコは、CloudCenter をセットアップするために、現在展開されているクラウド（またはクラウドの選択）の論理マッピングの詳細を必要とします。 
● シスコは、（サポートされるクラウドに基づいて）カスタマーが選択したパブリック クラウドで CCM と CCO をホストします。 
● シスコは、仮想アプライアンスのインストールを担当します。 
● カスタマーは、企業のプライベート データセンターで追加の CCO をホストできます。 
● シスコは、Enterprise（テナント）admin をセットアップして、資格情報を提供します。 
● 企業の管理者は、契約に基づいてユーザ/サブテナント管理者の追加を開始できます。 
● これで、企業はアプリケーションの検出、制御と管理、CloudCenter プラットフォームの管理を開始できるようになります。 

カスタマーホステッド型の専用の展開 

企業または組織が構内に CloudCenter をインストールすることを決定した場合、CloudCenter は、組織のホスティング設備（データセンターやパブリッ

ク クラウド プロバイダーなど）でホストおよび管理されます。組織は、管理が必要なクラウドに応じた数の CCO を購入してインストールできます。 

次の CloudCenter のサンプル イメージには 2 つのクラウドがあり、それぞれが固有の CCO を備えています。この展開は 1 つの CCM によって管理

されます。プライベート クラウドの CCO は、プライベート クラウドのエンドポイント（VMware vCenter、vCloud Director、OpenStack 
Keystone/Nova/Glance/Neutron/Cinder/Swift など）と同じ管理ネットワーク上にあります 
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専用サービス 

企業が専用の展開についてシスコと契約を締結している場合は、以下の期待事項、依存関係、ガイドラインに留意してください。 
 

● シスコは、専用のライセンス付きソフトウェアのインストールに対してインストール パッケージまたはイメージ リポジトリを提供します。 
● シスコは、お客様のアプリケーションや CloudCenter メタデータにアクセスできません。 
● 企業は、CloudCenter の構成およびセットアップを担当します。 
● 企業は、CloudCenter 全体をホストして管理します。 

● サブスクリプション サービス 
● 各クラウド上の展開環境  
● 各クラウドおよびコンポーネントの論理イメージ（イメージ管理）  

● 企業は、企業のプライベート データセンターで追加の CCO をホストできます。 
● 企業が、Enterprise（テナント）admin をセットアップします。 
● 管理者は、契約に基づいてユーザ/サブテナント管理者の追加を開始できます。 
● これで、企業はアプリケーションの検出、制御と管理、CloudCenter プラットフォームの管理を開始できるようになります。 

 

マルチテナント モデル 
● 概要 
● シングルテナント モデル  
● ピア マルチテナント モデル 
● 階層型マルチテナント モデル 

概要 

CloudCenter はマルチテナント型マルチユーザ システムです。すぐ使用できるように、システム内には 1 つのテナントが事前に作成されています。こ

のテナント（tenantId=1）はルート テナントです。1 人のユーザ（電子メール アドレス admin@clirqtech.com）も事前に作成されており、このユーザが

ルート テナントのオーナーになります。 

このコンテキストでは、ルート テナントのオーナーは以下を実行できます。 
 

● ルート テナントに他のユーザを作成する 
● ユーザをテナントに昇格させることによって、ルート テナントにサブテナントを作成する 

テナント階層のレベル数に制限はありません。 
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詳細については、次のページを参照してください。 
 

● 人 
● サブテナントの設定  
● ユーザのステータスとアクション  
● API の API 使用例 

シングルテナント モデル 

下記のモデルは次のことを示しています。 
 

● ルート テナントには SAML SSO 統合を設定できます。 
● 役割ベースのアクセス制御によって、ユーザおよびグループに対して最小限の集約された権限を適用できます。 

このモデルを使用すると、次のような利点があります。 
 

● ユーザにはログイン時にそれぞれのグループに関連付けられている役割が適用されます。 
● リソースレベルの共有と権限コントロールによって、どのユーザが各リソースにアクセスできるかが決定されます。 

 

ピア マルチテナント モデル 

下記のモデルは次のことを示しています。 
 

● 各テナントに個別の SAML SSO 統合を設定できます。 
● 各テナントに固有の役割ベースのアクセス制御を設定できます。 
● CloudCenter CLI を使用すると、テナント間でアプリケーションやアプリケーション プロファイルをインポートしたりエクスポートすることができます。 

このモデルを使用すると、次のような利点があります。 
 

● リソースレベルの共有と権限コントロールは、各テナントに固有のものです。 
● 複数のテナント間でのリソースのクロスシェアリングは許可されません。 
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階層型マルチテナント モデル 

下記のモデルは次のことを示しています。 
 

● 各テナントに個別の SAML SSO 統合を設定できます。 
● テナント階層のレベル数に制限なし。 
● CloudCenter CLI を使用すると、テナント間でアプリケーションやアプリケーション プロファイルをインポートしたりエクスポートすることができます。 

このモデルを使用すると、次のような利点があります。 
 

● 役割ベースのアクセス制御は、各テナントに固有のものです。 
● リソースレベルの共有と権限コントロールは、各テナントに固有です 
● テナント間でのクロスシェアリングは、サービス（Admin）、アーティファクト リポジトリの共有、およびクラウドに対して許可されます。 

 

CloudCenter プラットフォームのアーキテクチャ 
Cisco CloudCenterTM はハイブリッド クラウド管理プラットフォームです。データセンター、プライベート クラウド、およびパブリック クラウドの環境に（ま

たは、それらの間に）アプリケーション スタックを展開して管理するための全ライフサイクル アプローチを安全に実現します。 

CloudCenter 独自のアプローチにより、企業はクラウド環境全体にわたってアプリケーションをモデル化、展開、管理し、クラウドとユーザの統合管理

およびガバナンスを実現できます。 

CloudCenter は、基盤となるクラウド環境のアプリケーションを抽象化する独自のアプリケーション定義テクノロジーを備えています。この抽象化によ

り、各アプリケーションの展開および管理のニーズにインフラストラクチャを適合させることができます。 
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CloudCenter ソリューションの特長はその独自の特許技術にあり、複数の主要 CloudCenter コンポーネントが含まれています。 

主要コンポーネント 
● コンポーネントの概要  
● CCM 
● CCO  
● AMQP 
● バンドル ストア  
● パッケージ ストア  
● クラウド ヘルス モニタ  
● アーティファクト リポジトリ 

コンポーネントの概要 

コンポーネントの概要 

● 概要 
● CloudCenter の必須コンポーネント  

● CCM 
● クライド リージョンごと 

● CCO  
● AMQP 
● 専用外部スクリプト実行プログラム（条件付き）  

● CloudCenter のオプション コンポーネント 
● 専用 Guacamole サーバ（クラウド リージョンごと）  
● Monitor 
● バンドル ストア  
● パッケージ ストア 
● サービス向けの専用 Docker レジストリ  
● ベース OS イメージの準備 

● ネットワーク アーキテクチャ 
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概要

CloudCenter の必須コンポーネント 

CCM 

CloudCenter Manager（CCM）はマネージャまたは管理サーバとも呼ばれる一元管理ティアです。展開をモデル化、移行、管理するためのユーザ用

ダッシュボートとして機能するとともに、いずれかの展開モデルを使用しているクラウドとユーザの統合管理およびガバナンス用ダッシュボートとして機

能します。

詳細については、「CCM」を参照してください。 

クライド リージョンごと

クラウド リージョンとは、CloudCenter でサポートされる単一のパブリック クラウド、データセンター、またはプライベート クラウドのことです。各クラウド 
リージョンは、クラウドの設定時に CCM UI で特定されます。 

CloudCenter でサポートされるクラウド 
CloudCenter でサポートされるクラウドのリスト： 

● 「パブリック クラウド」を参照

● 「データセンターとプライベート クラウド」参照

CloudCenter プラットフォームで管理する必要があるクラウド リージョンごとに、以下の CloudCenter コンポーネントをインストールし、セットアップして

設定する必要があります。
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クラウド リージョンのコン

ポーネント 
説明 

CCO 
CloudCenter Orchestrator（CCO）（オーケストレータとも呼ばれる）は、ユーザに対して透過的であり、データセンター、プライ

ベート クラウド、またはパブリック クラウド環境に配置されます。CCO は基礎となるクラウド インフラストラクチャからアプリケー

ションを分離して、クラウド インフラストラクチャの複雑さから切り離します。 
  

 アプリケーション ネットワークが完全に分離されており、発信接続がない場合を除き、CloudCenter ではクラウド 
リージョンまたはデータセンターごとに 1 つの CCO が必要です。CloudCenter は孤立ネットワークをプライベート

クラウドとして処理し、個別の CCO を必要とします。 
 
各 CCO を CCM に登録する必要があります。CCO が展開されているクラウドに関係なく、CCO は CCM と直接

通信します。 
 
詳細については、「CCO」を参照してください。 

AMQP 
CloudCenter プラットフォームには、Advanced Message Queuing Protocol（AMQP）に基づく、CCO とエージェント間の

通信が含まれています。CloudCenter プラットフォームは RabbitMQ をオープン ソースのメッセージ ブローカーとして使用

し、AMQP を実装します。 
  

 アプリケーション VM を孤立ネットワーク（Amazon の VPC など）で実行する場合は、アプリケーション VM が 
RabbitMQ に接続できるように適切な NAT ルールを設定してください（発信のみ必要）。 

 

専用外部スクリプト実
行プログラム 
（条件付き） 

CloudCenter プラットフォームでは、アプリケーション ライフサイクルのさまざまな段階で実行されるカスタム スクリプトを使

用することができます。これらのカスタム スクリプトは Docker ベースのスクリプト実行プログラム内で実行され、各 CCO で
使用される OS に応じて異なります。 
 

CCO サーバのベース OS 
イメージ 

スクリプト実行プログラムの設定 

RHEL 7.x および 
CentOS 7.x 

CloudCenter で使用される OS の CCO にデフォルトで組み込まれます。 

RHEL 6.x または 
CentOS 6.x 

専用のスクリプト実行プログラム（これらのバージョンを使用する OS 向けのスタンドアロン 
Docker コンテナ）を設定する必要があります。 

  
 拡張性に関する考慮事項 

CCO サーバに対して RHEL 7x または CentOS 7x を使用するリージョン専用のスクリプト実行プログラムを設定

することで、拡張性の向上に関する考慮事項に対処することもできます。 
 

CloudCenter のオプション コンポーネント 

CloudCenter プラットフォームで管理する必要があるクラウド リージョンごとに、以下の CloudCenter コンポーネントをインストールし、セットアップして

設定することができます。 
 

CloudCenter のオプション 
コンポーネント 

説明 

専用 Guacamole サーバ

（クラウド リージョンごと） 
CloudCenter プラットフォームでは Guacamole サーバを使用して、アプリケーション ライフサイクル プロセス中に起動さ

れた仮想マシン（VM）に対して Web ベースの SSH/VNC/RDP を有効にします。Guacamole コンポーネントは、デフォル

トで AMQP サーバに組み込まれます。 
  

 エンドユーザによる AMQP IP アドレスのルーティングを禁止する場合は、クラウド リージョンに対して専用（ス

タンドアロン）の Guacamole サーバをセットアップすることができます。 
 

Monitor クラウド ヘルス モニタ（モニタ）は、2 つのサブコンポーネントから構成されるオプションの独立型 CloudCenter コンポー

ネントであり、クラウドと CCO のヘルス ステータスをモニタします。 
 

● Health Check Manager：モニタ対象のクラウドをポーリングして、ヘルス ステータス情報を取得します。 
● Health Status Query Service：クラウドのヘルス ステータス データを報告する一連の Web サービスです。 

 
詳細については、「クラウド ヘルス モニタ」を参照してください。 

Cisco CloudCenter スタートアップ ガイド 42 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/
http://www.amqp.org/
https://www.rabbitmq.com/
https://guacamole.incubator.apache.org/


Cisco CloudCenter のドキュメント 

CloudCenter のオプション 
コンポーネント 

説明 

バンドル ストア バンドル ストアは一種のリポジトリで、エージェントとサービスのバンドルが含まれています。アプリケーション オーケスト

レーション プロセスの一部として CloudCenter により起動される VM（ワーカー VM またはアプリケーション VM）に、これ

らのバンドルをダウンロードしてインストールする必要があります。 
 

● インターネット接続が可能な場合：デフォルトのバンドル ストアは（cdn.cliqr.com）でホストされます。アプリケーション 
VM がインターネットにアクセスできる CloudCenter 展開では、このデフォルトのバンドル ストアを使用できます。 

● 孤立環境：インターネットへの接続が制限されている環境の場合は、ローカル バンドル ストアを作成して CCO に登

録します。 
 

詳細については、「バンドル ストア」を参照してください。 

パッケージ ストア パッケージ ストアは一種のリポジトリで、すべてのアプリケーション サービス（追加設定不要のサービス）のバイナリ、およ

び CloudCenter のインストールに必要ないくつかのコンポーネントのバイナリが含まれています。 
 

● インターネット接続が可能な場合：デフォルトのパッケージ ストアは repo.cliqrtech.com でホストされます。アプリ

ケーション VM がインターネットにアクセスできる CloudCenter 展開では、このデフォルトのパッケージ ストアを使用

できます。 
● 孤立環境：インターネットへの接続が制限されている環境の場合は、ローカル パッケージ ストアを作成して CCO に

登録します。 
 
詳細については、「パッケージ ストア」を参照してください。 

サービス向けの専用 
Docker レジストリ 

コンテナ レベルで VM ベースのサービスまたは外部サービスを使用してカスタム サービスを定義すると、分離された 
Docker コンテナを起動できます。 
 

● インターネット接続が可能な場合：Docker ハブを使用してサービス イメージをダウンロードします。 
● 孤立環境：インターネットへの接続が制限されている環境の場合は、専用の Docker コンテナをセットアップするか、

パッケージ ストア オプションを使用します。 
 
詳細については、「Dedicated Docker Registry Installation (Optional)」および「External Service」を参照してください。 

ベース OS イメージの

準備 
CloudCenter インストーラ バイナリを使用して、さまざまなクラウドとリージョンに CloudCenter 対応のイメージを作成す

ることもできます。 
 

● Linux：詳細については、「On a Linux Image」を参照してください。 
● Windows：詳細については、「On a Windows Image」を参照してください。 

 
詳細については、「ベース OS イメージ」を参照してください。 

Cisco CloudCenter スタートアップ ガイド 43 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/
http://cdn.cliqr.com/
http://repo.cliqrtech.com/
http://docs.cliqr.com/pages/viewpage.action?pageId=5998396
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/External+Service
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/On+a+Linux+Image
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/On+a+Windows+Image


Cisco CloudCenter のドキュメント 

ネットワーク アーキテクチャ 

 

CCM 

CloudCenter Manager（CCM） 

CCM はマネージャまたは管理サーバとも呼ばれる一元管理プラットフォームです。展開をモデル化、移行、管理するためのユーザ用ダッシュボートと

して機能するとともに、いずれかの展開モデルを使用しているクラウドとユーザの統合管理およびガバナンス用ダッシュボートとして機能します。 

さまざまな CloudCenter 機能への CloudCenter アクセスは、次のインターフェイスを介して行うことができます。 
 

● ブラウザベースの CCM ユーザ インターフェイス（CCM UI）。CCM により、企業はブラウザベースの UI を使用してアプリケーションのプロファイ

ルを決定することができます。各展開に対して、シスコでは <myCloudCenter>.com ポータルを介して CCM にアクセスできるようにしています。

CCM はクラウド インフラストラクチャにおけるアプリケーションの展開と管理を調整し、各展開のアプリケーション プロファイルに基づいて各 CCO 
と直接やり取りします。認証された CloudCenter ユーザは、Web ブラウザ UI、API、または CLI を使用して CCM サーバとやり取りします。「UI ク
イック ツアー」を参照してください。 

● プログラムでの REST API の使用。「REST API v1.0 for CloudCenter 4.x」を参照してください。 
● Bash フレームワークの再実行に基づく CloudCenter コマンドライン インターフェイス（CLI）。「CloudCenter CLI」を参照してください。 
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CCO 
CloudCenter Orchestrator（CCO）（オーケストレータとも呼ばれる）には、次のような特長があります。 
 

● ユーザに対して透過的な特許取得済みのマルチテナント オーケストレーション階層であり、データセンター、プライベート クラウド、パブリック クラ

ウド環境に配置されます。 
● 基礎となるクラウド インフラストラクチャからアプリケーションを分離して、クラウド インフラストラクチャの複雑さから切り離します。 
● パフォーマンス オーバーヘッドを生じることなく、各クラウドのベスト プラクティスをインテリジェントにカプセル化する仮想バックエンド サーバです。 
● クラウド コントローラとして機能して、企業がクラウドでアプリケーションを制御および管理することをシームレスに許可します。 
● 各パブリック クラウド リージョンまたはプライベート クラウド データセンターごとに 1 つの CCO が必要です。 

● 企業のユーザは、各自のプライベート クラウドに CCO をダウンロードしてインストールし、CCM に接続するように設定できます。 
● 1 つの CCO により、パブリック、プライベート、またはハイブリッド クラウド内で最大 10,000 台の仮想マシン（VM）を管理できます。 
● また、CCO をクラスタとして展開すると、スケーラビリティが向上し、単一障害ポイントを回避できます。 
● アプリケーション ネットワークが完全に分離されており、発信接続がない場合を除き、CloudCenter ではクラウド リージョンまたはデータ

センターごとに 1 つの CCO が必要です。CloudCenter は孤立ネットワークをプライベートクラウドとして処理し、個別の CCO を必要と

します。 
 

クラウド タ
イプ 

1 つをサポート

（CCO ごとに以下

の 1 つの組み合わ

せのみサポート） 

複数をサポート（CCO ごとに以下を任意の数だけサポート） 

AWS 領域 ● アカウント 
● サブアカウント 
● アイデンティティとアクセス管理（IAM） 

  
 IAM ロールを使用するには、admin ロールを使用して CCO VM を起動する必

要があります。これにより、以降どのポイントでも IAM ロールを使用できるように

なります。admin ロールで CCO VM を起動すると、IAM ロールまたはクラシッ

ク キー/秘密キーを使用していつでもアクセスできます。 
 

vCenter 複数の vCenter 
データセンター

（VCD） 

● クラスタ  
● リソース プール  
● アカウント  
● データ ストア  
● データストア クラスタ 

GCE 領域 プロジェクト 

Azure 領域 ● Networks  
● クラウド サービス 

Openstack 領域 ● テナント  
● Networks 

SoftLayer 領域 ● アカウント  
● Networks 

 
 

● 各 CCO を CCM に登録する必要があります。CCO が展開されているクラウドに関係なく、CCO は CCM と直接通信します。 
● CCM からアプリケーション管理の指示を受け、各クラウド プロバイダーと連動して、クラウド レイヤの呼び出し、インフラストラクチャのスピン、ア

プリケーションの展開、および展開の管理を行います。 

AMQP 

AMQP 
● AMQP（必須）  
● Guacamole（オプション）  
● 専用サーバ 
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AMQP（必須） 

CloudCenter プラットフォームには、Advanced Message Queuing Protocol（AMQP）に基づく、CCO とエージェント間の通信が含まれています。

CloudCenter プラットフォームは RabbitMQ をオープン ソースのメッセージ ブローカーとして使用し、AMQP を実装します。 
  

 アプリケーション VM を孤立ネットワーク（Amazon の VPC など）で実行する場合は、アプリケーション VM が RabbitMQ に接続できるように適

切な NAT ルールを設定してください（発信のみ必要）。 
 

各 CloudCenter の展開では、CCO ごとに 1 つの AMQP が必要です。 

Guacamole（オプション） 

CloudCenter プラットフォームでは Guacamole サーバを使用して、アプリケーション ライフサイクル プロセス中に起動された仮想マシン（VM）に対し

て Web ベースの SSH/VNC/RDP を有効にします。Guacamole コンポーネントは、デフォルトで AMQP サーバに組み込まれます。 
  

 エンドユーザによる AMQP IP アドレスのルーティングを禁止する場合は、クラウド リージョンに対して専用（スタンドアロン）の Guacamole サーバ

をセットアップすることができます。 

専用サーバ 

エンド ユーザに AMQP サーバを公開しない場合の選択肢として、このオプション コンポーネントを導入できます。デフォルトでは、Guacamole サーバ

は AMQP と同じ VM 上にインストールされます。 

Guacamole ゲートウェイがスタンドアロン サーバにインストールされている場合は、AMQP インスタンスでポート 7788 を開き、Guacamole ゲートウェ

イが接続ブローカに接続できるようにする必要があります。詳細については、「Phase 2: Configure NetworkRules」を参照してください。 

 

Guacamole がスタンドアロン サーバとしてインストールされている場合は、AMQP サーバではなく Guacamole サーバでポート 443 を開く必要があり

ます。 

バンドル ストア 

CloudCenter バンドル ストア 

● 概要  
● Internet Access 
● インターネット アクセスを使用しない CCO との通信 
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概要 

バンドル ストア サーバは、アプリケーション VM が CCO と通信するためのエージェント バンドルをホストしています。エージェント バンドルは導入時に

ベース イメージ（またはプライベート イメージ）によって呼び出され、アプリケーション VM をブートストラップします。また、CloudCenter バンドル ストア

（バンドル ストア）で提供されるシステム サービス フレームワークをホストする必要があります。 

専用インストールについては、「Dedicated Installation」の項のリストを確認してください。 

Internet Access 

導入環境のインターネット接続と制限によって、CloudCenter バンドル ストアの必要性が決まります。 
 

● インターネット アクセスあり：インターネットを経由した CCO から CDN（cdn.cliqr.com）の管理エージェントのデフォルトの場所へのアクセシビリ

ティを確認します。これは、CCO からエージェント ファイルに対する WGET コマンドを発行することで確認できます。バンドルの場所の詳細とプロ

セスについては CloudCenter サポート チームにお問い合わせください。 
● インターネット アクセスなし：CloudCenter 導入環境にアクセス可能な HTTP インスタンスに CloudCenter エージェント バンドルをダウンロードお

よびインストールします。導入環境でインターネット アクセスを利用できない場合は、ローカルにホストされたストアで管理エージェントとサービス 
バンドル ファイルに一元的にアクセスできることを確認する必要があります（「Custom Image Installation」を参照）。 

インターネット アクセスを使用しない CCO との通信 

CloudCenter バンドル ストア インスタンス（ベース イメージから展開）で CloudCenter エージェント ファイルを取得し（「Custom Image Installation」を
参照）、インターネット アクセスなしで CCO と通信するには、次の手順を実行します。 

1. CloudCenter サポート チームに問い合わせて CloudCenter バンドル ストア ファイルを取得します。 
2. すべての CloudCenter エージェント バンドルをホストする内部 CloudCenter バンドル ストアを設定します。CloudCenter バンドル ストアには、

Apache2 HTTP サーバが稼働している標準 Linux VM を使用できます。 
3. CloudCenter バンドル ストア（ZIP ファイル）をダウンロードして展開します。 
4. 内部 CloudCenter バンドル ストアの IP アドレスを反映するように CloudCenter バンドル ストアの場所を変更します。 

a. ./set_bundle_location.sh http:internal_bundle_store_ip_address 
（internal_bundle_store_ip_address は内部バンドル ストアの IP アドレスです）。 

b. 展開したファイルの $bundle_location 値が、設定した IP アドレスによって置換されていることを確認します。 
5. 変更したファイルを内部バンドル ストアにアップロードします。 

パッケージ ストア 

CloudCenter パッケージ ストア 

● CloudCenter パッケージ ストアについて  
● CloudCenter パッケージ ストアの内容  
● マスター参照およびカスタム参照 
● CloudCenter パッケージ ストアの導入に関する考慮事項  
● CloudCenter パッケージ ストアへのアクセス 

CloudCenter パッケージ ストアについて 

CloudCenter の導入ごとに CloudCenter パッケージ ストア（パッケージ ストア）が必要です。CloudCenter パッケージ ストアとは、CloudCenter のサ

ポート対象サービス バイナリやその他の必要な情報をすべてホストする場所です。アプライアンス設定オプションを使用した CloudCenter プラット

フォームの初回インストール時に、パッケージ ストアからすべてのサービス バイナリが自動的に検出および選択されます。他の設定手順は必要ありま

せん。 

インターネット アクセスを利用できない場合にのみ、CloudCenter パッケージ ストアの設定が必要になります。この場合は、必要に応じて 
CUSTOM_REPO 変数で識別されるリポジトリの場所を変更できます。 
 

● インターネット アクセスあり：クラウド リージョンでインターネット アクセスを利用できる場合、パッケージ ストアが自動的にサービス フレームワーク 
バイナリを同期します。設定を追加する必要はありません。 

● インターネット アクセスなし：クラウド リージョンでインターネット アクセスを利用できない場合は、CCO .properties ファイルの CUSTOM_REPO 
変数を使用してリポジトリの場所を変更します。 

● この行をコメント アウトする場合は、インターネット経由でパッケージを選択する必要があります。 
● デフォルト リポジトリ（マスター）をカスタム リポジトリに変更する場合は、新しい場所で CUSTOM_REPO 変数を更新します。 
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CloudCenter パッケージ ストアの内容 

パッケージ ストアには次のサービス バイナリが含まれています。 
 

● Ubuntu12 APT リポジトリ 
● Ubuntu14 APT リポジトリ  
● Centos 6 RPM リポジトリ 
● Ruby-on-Rails Gems リポジトリ  
● サービス ライフサイクルに関連するバイナリ 

マスター参照およびカスタム参照 

デフォルトでは、repo.cliqrtech.com URL はマスター リポジトリを参照し、指し示します。以降にインストールされたリポジトリはマスター リポジトリのス

レーブとなり、マスター リポジトリからパッケージを同期します。スレーブ リポジトリがマスター リポジトリからパッケージを同期した後は、これをマスター

にすることができます（カスタム リポジトリと呼ばれます）。この時点で、その後にインストールされたリポジトリでは、スレーブからマスターになったリポ

ジトリをマスターとして使用できます。 

カスタム リポジトリを設定すると、それをマスター リポジトリにすることができます。カスタム リポジトリは、どのマスター リポジトリからでもパッケージを

同期できます。すべてのリポジトリは定期的にマスター リポジトリと同期して次の処理を実行します。 
 

● 新しいパッケージの同期。 
● 最新の変更で各リポジトリを更新するスクリプトの実行。 

設定およびアップデートの手順については、CloudCenter サポートにお問い合わせください。 

CloudCenter パッケージ ストアの導入に関する考慮事項 

CloudCenter パッケージ ストアに関する次の考慮事項に注意してください。 
 

● CloudCenter パッケージ ストアは、自動的に repo.cliqrtech.com からサービス バイナリやその他の情報を検出および選択します。この場合、こ

のリポジトリは必須の CloudCenter コンポーネントであり、依存データが含まれます。 
  

 CloudCenter パッケージ ストアへのアクセスやログインは必要ありません。CCO によって自動的にこの情報が同期されます。 
 

デフォルトのマスター リポジトリを使用する場合、追加設定やアクセスは必要ありません。 
● デフォルトのマスター ディレクトリをローカルのカスタム ディレクトリに変更する場合は、次のいずれかのシナリオを使用できます。 

● ローカルのカスタム リポジトリ（インターネット接続）とデフォルトのマスター リポジトリを引き続き同期します。 
● デフォルトのマスター リポジトリと 1 回のみ同期（インターネット接続を使用）し、バイナリや他の情報をローカルのカスタム リポジトリに

エクスポートしてから、ローカルのカスタム リポジトリ（インターネット接続不要）に切り替えます。 
● デフォルトのマスター リポジトリを接続解除し、独自のリポジトリ接続（インターネット接続不要）を管理します。 

  
 設定に誤りがあると、サービス バイナリのバージョンが同期されなくなり、不明な障害が生じる可能性があるため注意してく

ださい。 

CloudCenter パッケージ ストアへのアクセス 

CloudCenter パッケージ ストアへのアクセスは、導入に関する考慮事項に応じて異なります。 
 

● デフォルトのマスター リポジトリ：パッケージ ストアは、自動的に repo.cli qrtech.com URL ポイントからサービス バイナリやその他の情報を検出

および選択します。その他の設定やアクセスは必要ありません。 
● デフォルト リポジトリの変更：デフォルトのマスター リポジトリの場所をカスタム リポジトリに変更するには、CloudCenter サポートにお問い合わせ

ください。 

クラウド ヘルス モニタ 

クラウド ヘルス モニタ 

● 概要  
● Health Status  
● ダッシュボード 
● 設定およびセットアップ 
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概要 

クラウド ヘルス モニタ（モニタ）は、クラウドと CCO のヘルス ステータスをモニタするオプションの独立型 CloudCenter コンポーネントです。次の 2 つ
の主要コンポーネントで構成されています。 
 

● ヘルス チェック マネージャ：モニタ対象クラウドをポーリングしてヘルス ステータス情報を収集します。 
● ヘルス ステータス クエリ サービス：クラウドのヘルス ステータス データを報告する一連の Web サービスです。 

モニタでは次の処理が実行されます。 
 

● モニタ対象クラウドおよび各クラウドの CCO のヘルス ステータスを定期的に確認する。 
● 現在のクラウドのヘルス ステータスを照会する Web サービスを提供する。 
● クラウドのヘルス ステータス変更イベントを保持する。 
● 現在のクラウドのヘルス イベントを照会する Web サービスを提供する。 
● CCM UI のダッシュボードにこれらのチェック結果を表示する。 

Health Status 

クラウドのヘルス ステータスはクラウドおよび CCO の状態に基づいて表示されます。 
  

 ヘルス チェック マネージャがシャットダウンすると、ステータスは UNKNOWN として表示されます。 

 

CCO ステー

タス 
クラウド ステータス 

UP UNKNOWN DOWN 

UP グリーン グレー 赤 

UNKNOWN グレー グレー 赤 

DOWN オレンジ グレー 赤 

  
 クラウド チェックはデフォルトで無効になっています。有効にすると、ボリュームの作成や VM の起動と終了などの操作がモニタによって実行されま

す。クラウド チェックを有効にするには、モニタ サーバの CLOUD_TYPES テーブルで対応するレコードの test_cloud フィールドを true に手動で

変更し、サーバを再起動します。 

ダッシュボード 

詳細については「ダッシュボード」を参照してください。 

設定およびセットアップ 

詳細については、「Health Monitor Installation (Optional)」を参照してください。 

アーティファクト リポジトリ 

アーティファクト リポジトリ 

● 概要  
● 目的 
● 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  
● エンドポイント URL の自動検出 

概要 

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。アーティファクト リポジトリを使用して、ファ

イルを保存してアクセスする独自の外部リポジトリに接続します。このため、CloudCenter では CCM UI に [Repositories] タブが表示されます。 
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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（「Share Artifact Repositories」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。 
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用語集 
● アプリケーション  
● クラウド  
● 配置  
● 企業  
● Finance  
● Image  
● 人員  
● サービス 

アプリケーション 

アプリケーション関連の用語 

用語 説明 

アプリケーション インストール済み/導入済みアプリケーション（モデリング前または導入後のアプリケーション）。 

アプリケーショ

ン プロファイル 
環境間のポータビリティを維持した状態でアプリケーションを導入するために使用される、クラウドに依存しない導入に対応した JSON 
および XML 記述。 

アプリケーショ

ン プロファイル 
テンプレート（テ

ンプレート） 

さまざまなアプリケーション タイプ（階層化された Web アプリケーション、ジョブベースのアプリケーションなど）またはアプリケーション 
テクノロジー（Java、Hadoop など）に適したオーケストレーション タスクを決定するアウトオブボックス トポロジ。 

アプリケーショ

ン スタック 
アプリケーション、アプリケーション サーバ、ミドルウェア、データベース、コンテナ、PaaS サービス、およびデータへの総体的な参照。

DevOps アプリケーション スタックにはビルドと環境も含まれています。 
 
CloudCenter では、サポートされるデータセンター、プライベート クラウドまたはパブリック クラウド環境で、ポータビリティを確保すると

同時に、新規または既存の単純なアプリケーション スタックや複雑なアプリケーション スタックを導入および管理できます。 

アプリケーショ

ン マーケットプ

レイス（マーケッ

トプレイス） 

CCM UI で参照される場所です。ここから、シスコが提供するさまざまな事前定義済みアプリケーションにアクセスできます。また、企

業は、自社の顧客向けのカスタム アプリケーションをさらに提供できます。詳細については、「Enterprise Marketplace」を参照してくだ

さい。 
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アーティファクト

（アプリケーショ

ン アーティファ

クト） 

1 つ以上のアーティファクト リポジトリに格納されたパッケージ、イメージ、バイナリ、ファイル、スクリプト、および物理イメージに含まれ

るアプリケーション データ。 

ベンチマーク 単一のクラウド プロバイダーから複数のクラウド プロバイダーまたはクラウド リージョンにまたがってアプリケーション プロファイルを

アクティブに展開し、顧客によるコストおよびパフォーマンスの最適化に役立つレポートを作成します。詳細については、「Benchmark 
Applications」を参照してください。 

制御と管理 管理と制御とも呼ばれる機能で、アプリケーション、クラウド、およびユーザ全体の可視性と制御を実現するために管理者が使用しま

す。詳細については、「Govern and Administer」を参照してください。 

モデル クラウドに依存しないアプリケーション プロファイルおよび関連するアーティファクト リポジトリの作成と管理に使用されるプロセスおよ

び機能。詳細については、「Model」を参照してください。 

移行/導入 導入環境を選択してアプリケーション プロファイルを展開することで、クラウド間のポータビリティを確保すると同時にネイティブ インス

トール済みのアプリケーションを導入するために使用されるプロセスと機能。詳細については、「Deploy」を参照してください。 

Manage 導入環境の集中管理、モニタ、レポート、および自動化されたランタイム ポリシーの適用に使用されるプロセスと機能。詳細について

は、「Manage」を参照してください。 

ポータビリティ サポートされている他の導入環境へのアプリケーション スタックの移行を可能にするアプリケーション プロファイルの属性。詳細につ

いては、「Migrating Applications Containing Data」を参照してください。 

プロファイル

管理 
ベンチマーク、導入、エクスポート、共有、マーケットプレイスへの公開、編集、削除など、アプリケーション プロファイルを管理するため

にユーザが実行する処理。詳細については、「Application Profile」を参照してください。 

クラウド 

クラウド関連の用語 

用語 説明 

クラウド CCM UI の [Clouds] ページで追加または更新するクラウド。 

クラウド アカウント CloudCenter プラットフォームでクラウド プロバイダーのアカウントに関連付けられた詳細情報。 

クラウド ファミリ 「パブリック クラウド」または「データセンターとプライベート クラウド」で特定されているクラウド プロバイダー。 

クラウド リージョン CCM UI のクラウド グループで識別されるリージョン。 

クラウド非依存 アプリケーション プロファイルをコードの変更またはリファクタリングを行わずに、サポートされているデータセンター、プライベート 
クラウド、またはパブリック クラウド環境に展開できるかどうかを示すアプリケーション プロファイルのプロパティ。 

CloudCenter 安全にインフラストラクチャ リソースをプロビジョニングし、15 を超えるデータセンター、プライベート クラウド、およびパブリック ク
ラウド環境にわたって、アプリケーション コンポーネントとデータを導入できるアプリケーション定義の管理プラットフォーム。 

クラウド間の移行 ダウンタイム ベースの移行プロセスを使用して、導入済みのアプリケーションをクラウド間で移行します。 

クラウド独立型 アプリケーション プロファイルがどのクラウド インフラストラクチャにも組み込まれていない CloudCenter の柔軟性を指します。 

クラウド ストレージ クラウド固有の読み取り専用アーティファクト リポジトリ。 

データセンターとプ

ライベート クラウド 
仮想化および組織化された環境を含みます。CloudCenter は、Cisco UCS Director（UCSD）などの物理リソース管理、VMware 
vCenter などのコンピューティング仮想化管理、VMware vRealize Automation などのデータセンター オーケストレータをサポー

トします。完全なリストについては、「データセンターとプライベート クラウド」を参照してください。 

実行場所 CloudCenter でサポートされているデータセンターとプライベート クラウドおよびパブリック クラウド。 

完全なライフサイク

ル管理 
クラウドとユーザの統合管理および制御によってクラウド環境でアプリケーションをモデリング、移行、管理するために使用される 
CloudCenter 独自のアプローチ。 

ハイブリッド クラウド データセンター、プライベート クラウド、およびパブリック クラウド環境が含まれます。 
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用語 説明 

パブリック クラウド アプリケーション プロファイルは、Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Compute クラウドなどの複数のパブリック 
クラウド環境に展開できます。完全なリストについては、「パブリック クラウド」を参照してください。制御に適用する場合のワード 
ルールです（ポリシーではない）。ワード ポリシーは導入ポリシー（自動スケーリングなど）にのみ使用します。 

仮想 IP（VIP） 仮想 IP（VIP）は、データベース サーバと同じサブネット内に存在する IP アドレスを指します。CCM はこの IP アドレスでデータ

ベース サーバと通信します。DB マスターと DB スレーブの両方を同じ VPC から起動する場合に VIP を使用します。 
 
VIP を使用する場合は、VPC 内のサブネットの 1 つから未使用の IP を選択します。 

配置 

導入関連の用語 

用語 説明 

ジョブ ジョブとは、多くのプロパティ（所有権、クラウド コスト、導入情報など）を含む単一のアクションです。ジョブは他の子ジョブを含む場合と、

親ジョブの子である場合があります。リストについては「jobs(v2)」を参照してください。 

配置 アプリケーションの導入を指します。導入には一連のジョブ（VM の作成など）が含まれます。導入には子または親の概念がなく、ジョブ

がまとめられるため、ジョブ間でプロパティを共有できます（たとえば、アプリケーションを導入する VM 間でプロパティを共有する）。 

導入済みアプ

リケーション 
導入環境で実行されているアプリケーション。 

導入環境 クラウドまたはクラウド ゾーンで、特定用途（開発など）のために複数のユーザに共有アクセスを提供します。 
● ユーザは、各組織のアプリケーション ライフサイクル管理の段階に基づいて、クラウドとクラウド アカウントの組み合わせで構成さ

れる導入環境を構築および管理できます 

● アクセス権限を持つユーザが導入環境にアプリケーションを導入する際、ユーザは各自の権限レベルに応じた導入の表示や管理

が可能です。 

● 詳細については、「Deployment Environments」を参照してください。 

導入のライフ

サイクル アク

ション 

停止や一時停止など、導入時にユーザが実行するアクション。 

導入管理 導入の開始、停止、削除、再実行、促進、一時停止など、導入を管理するためにユーザが実行できるアクション。 

ルール 一元管理コントロールを使用してより詳細な制御を実行するガバナンス メソッド。 

ポリシー

（Policy） 
ユーザが指定したイベントまたは条件が特定の導入で発生した場合にスケーリングまたはエージングの処理を実行するよう、

CloudCenter プラットフォームに提供される指示。 

タグ 名前と任意の説明で構成された、CloudCenter プラットフォームのリソースを関連付けるラベル。 

エンタープライズ 

企業関連の用語 

用語 定義 

テナント 独自のユーザ管理機能（子を制御できない、または親テナントで制御できない分離されたアカウント）を持つ自律した部署。 

マルチテナ

ント 
CloudCenter では、各テナントの管理者が順番に任意の数のサブテナントとユーザを追加できるマルチテナント アーキテクチャが採用さ

れています。 

エンタープラ

イズ 
会社や組織。 

部門 会社または組織内の課、グループ、部。 

Resource CloudCenter のリソースは、ユーザ、テナント、グループ、ロール、契約、バンドル、プラン、アクティベーション プロファイル、クラウド アカ

ウント、クラウド ファミリ、クラウド リージョン、クラウド ネットワーク、クラウド インスタンス、クラウド イメージ、アプリケーション、アプリケー

ション プロファイル、セキュリティ プロファイル、導入、ジョブ、プロジェクト、フェーズ、導入環境、ポリシー、リポジトリ、システム タグ、レ

ポートなどを指します。 
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Finance 

財務関連の用語 

用語 説明 

アプリケー

ション料金 
関連コスト（ワンタイム料金、月額料金、ランタイム料金）が発生するアプリケーションをユーザがインポートした場合の請求料金。詳細につ

いては、「Application Fee」を参照してください。 

基本価格 年間契約プランに関わる料金。 

Bundle バンドルで指定された容量に応じてユーザがアプリケーションを実行できるプリペイド カード。 

同時 VM 数 月額利用プランに従って各ユーザが同時に実行できる VM の数。 

コントラクト シスコとの契約期間を決定する次の両者間の契約。 
 

● 組織とルート管理者  
● ルート管理者とテナント  
● テナント管理者とユーザ 
● テナント管理者とサブテナント管理者  
● サブテナント管理者とユーザ 

割引率 契約によっては割引率が適用される場合があり、より長期の契約に対するインセンティブをユーザに提供します。通常は、契約期間が長い

ほど割引率が大きくなります。この割引はプランの基本ワンタイム料金、年額料金、バンドル価格、月間契約料金に適用されます（超過料

金とストレージ料金の割引は行われません）。 

プラン料金 ● 超過料金：ユーザがプランの割り当てを超過した場合に時間単位で発生します（月間契約またはバンドル クレジット）。 
● ワンタイム料金：管理者がプランの初期設定を行ったときに発生します。 
● 年額料金：毎年特定の日に前払いするプランの年間請求をユーザが選択した場合に発生します。契約プランの場合は月単位でのみ

利用可能なため、この料金は該当しません。 

最低料金 ユーザがアプリケーションを実行したときにプランから差し引かれる最小時間（分）。 

月間の VM 
使用時間 

ユーザに毎月割り当てられる VM の使用時間。 

最大 VM 
実行数 

ユーザが毎月使用できる VM の数。 

ワンタイム

料金 
ユーザがプランを変更するたびに請求される料金です。 

超過制限 ● ユーザが契約に定める上限を超えた場合に請求される料金です。 

● 管理者はユーザが上限を超えた場合に料金を請求するかどうかを指定できます。 

● 制限あり：上限に達した場合は導入を停止します（指定料金が請求されます）。 
● 無制限（デフォルト）：超過料金が発生した後も導入が継続されます（追加料金なし）。 

超過料金 ユーザが超過制限を超えた場合の 1 時間あたりのコスト。 

計画 CloudCenter 管理者が作成してユーザに割り当てる契約（ユーザに対してキャパシティまたは許可される使用量を指定します）。 

ランタイム ランタイムは時間数を示します。 
 
■ VM：導入の一部として VM が実行されている時間数。 
■ 外部サービス：導入の一部としてサービスがアクティブ状態になっている時間数。 

シード クレ

ジット 
管理者が [Bundles] ページでバンドルを設定すると、設定したバンドルが [Seed Credits] ドロップダウン リストに表示されます。このドロッ

プダウン リストを使用してバンドルをプランに関連付けることができます。 
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Image 

イメージ関連の用語 
 

用語 定義 

Image クラウド インスタンスまたはサーバ上で実行されるベース OS またはアプリケーションのスナップショット。 

ベース OS 
イメージ 

アプリケーションのモデリング用に CloudCenter プラットフォームによって提供される、クラウドに依存しない論理イメージ。 

論理イメージ ネイティブにアプリケーションを導入するために必要なアーティファクトを示したアプリケーション プロファイルの一部。リポジトリに格納され

た物理イメージを参照します。 

物理イメージ ネイティブにアプリケーションを導入するために使用されるアプリケーション ファイル、パッケージ、およびスクリプト。アプリケーション プロ

ファイルの論理イメージで参照されます。 

システム イ
メージ 

すべてのベース OS イメージ。 

カスタム イ
メージ 

顧客によって作成されるイメージ。 

インポートし

たイメージ 
1 つのクラウドで実行されている既存の VM イメージで、さまざまなアプリケーション プロファイルにインポートされてカスタム イメージとし

て使用されます。 

Worker1 イ
メージ 

アプリケーション VM イメージは Worker1 イメージとも呼ばれます。いずれの用語も Linux および Windows マシン イメージを指します。

詳細については、「ベース OS イメージ」を参照してください。 

人員 

人員関連の用語 

用語 説明 

プラットフォー

ム管理者

（ルート） 

CloudCenter をホストしている企業や組織の代表者で、特別な管理権限とすべての CloudCenter 機能へのアクセス権を持ち、クラウド

および最初のクラウド アカウントの設定、ユーザの作成、テナントの追加を行います。 
 

 
 
プラットフォーム管理者は次の操作を実行できます。 
 

● CloudCenter でクラウドとクラウド アカウントを設定および登録する。 

● テナントおよびサブテナントを作成する。 

● サブテナント オーナーまたは共同管理者に昇格させる。  

● ユーザ、クラウド、およびテナントの権限を管理する。 
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用語 説明 

テナント管

理者 
CloudCenter のマルチテナント モデルは、特定のユーザおよびグループがアクセス可能な機能をテナント レベルで分けることを指します。 
 
テナント管理者と呼ばれる個々の管理者が各テナントを制御します。テナント レベルでテナント管理者はテナントのユーザやユーザ グ
ループを作成できます。テナントは、テナント内のユーザおよびユーザ グループを管理する上で完全に独立しています。たとえばテナン

トを持つ組織には、ワークフロー、クラウド、UI、アプリケーション、ガバナンス モデルなどを親から分離してカスタマイズする必要がある

事業部門などがあります。 
 
プラットフォーム管理者から許可されていれば、テナント管理者は次のタスクを実行できます。 
 

● プライベート クラウドに CCO をインストールする。 
● サブテナントを作成する。 
● テナント ユーザまたはサブテナントに対してパブリック クラウド リージョンのサブセットを有効にする。 
● クラウド アカウントとクラウド認証クレデンシャルを設定し、有効なクラウドでリソースをプロビジョニングする。 
● 有効なアカウントがテナント ユーザやサブテナントと共有されるように設定する。 
● テナント レベルのアプリケーション プロファイルを管理する。 
● サブテナント オーナーまたは共同管理者に昇格させる。 

ユーザ CloudCenter プラットフォームの UI、API、または CLI を使用してアプリケーション プロファイルの作成、アプリケーションの導入、アプリ

ケーションの管理を行う人。ユーザは標準ユーザとも呼ばれます（「Standard Users」を参照）。 

リソース オー

ナー 
リソースにはリソース オーナー（ownerUserId で識別）の概念があります。共同管理者がリソースを作成する場合も、自動的にこの ID 
がルート テナント管理者にデフォルトで設定されます。このデフォルト設定は管理（またはテナント）リソースにのみ適用されます（これら

のリソースにはテナントのみがアクセス可能なため）。 
 
リソースの権限コントロールは、管理者または共同管理者ではなくリソース オーナーに関連付けられています。 
 
アクセス コントロール リストで制御されるリソース（「resourceName」を参照）については、必要に応じてリソース オーナーが共有権限

（「perms」を参照）を明示的に付与する必要があります。 

エンド ユーザ オンボードおよび導入後にアプリケーションを使用するユーザ。 

System 
Administrator 

CloudCenter プラットフォームのインフラストラクチャ システム管理者（システム管理者）は、CloudCenter プラットフォームのインストー

ルおよび管理を行います。このユーザは他の CloudCenter ユーザおよびアカウントとは関係ありません。 
 
CloudCenter システム管理者は他とは異なるクレデンシャル（「Log in as a System Admin」を参照）を使用し、次のタスクを実行します。 
 

● CloudCenter プラットフォームをインストールしてモニタする（「Deployment Best Practices」を参照）。 
● SSO を使用するようにテナントを設定する（「SAML SSO Integration」を参照）。 
● 暗号化サービスを実行する（「CloudHSM Integration」を参照）。 

 
CloudCenter システム管理者アカウントの最初のクレデンシャルを取得するには、CloudCenter サポートにお問い合わせください。 

グループ 各ユーザは 1 つ以上のグループに割り当てることも、グループに割り当てないこともできます。 

Roles ロールとは、CloudCenter 機能に特化したグローバル権限の集合です。ロールによって、CloudCenter 機能（アプリケーション プロファ

イルの作成やクラウド アカウントの追加など）に対するユーザ権限およびアクセス許可を制御します。 
 
ロールは 1 つのテナント内のユーザおよびグループにのみ適用されます。サブテナントとサブテナント ユーザには適用されません。 

アクセス権 CloudCenter では、CloudCenter 内のユーザ オブジェクトおよびリソース共有権限を細分化できます（たとえば、特定の導入環境を表

示可能にしたり、特定のアプリケーション プロファイルを他のユーザまたはユーザ グループと共有可能にしたりする）。「Permission 
Control」を参照してください。 

サービス 

サービス関連の用語 

用語 定義 

サービス ベース OS イメージ上で動作し、フレームワークの依存関係（1 つ以上のアプリケーションをオンボードまたは移行する際に呼び出され

る）を取得するように定義できる再利用可能なコンポーネント。 

サービス ライ

ブラリ 
ベース OS イメージ（アウトオブボックス）とカスタム イメージ（アプリケーション プロファイルに含まれる）の集合で、イメージ、サービス、

コンテナなどの複合アプリケーション トポロジをサポートします。 

システム サー

ビス 
すべてのサポート対象サービス。 
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用語 定義 

親サービス サービスを定義するときに管理者によって決定されるサービス カテゴリまたはグループ。たとえば、MySQL と Oracle のどちらのサー

ビスも親としてデータベース カテゴリ（またはグループ）が指定されます。詳細については、「Topology Modeler > Topology Modeler 
Services」を参照してください。 

カスタム サー

ビス 
サービス ライブラリに存在するユーザ定義のサービス。 

外部サービス 別の場所に存在するサービス。詳細については、「External Service」を参照してください。 

複合アプリ

ケーション トポ
ロジ 

さまざまな形式のサービス、イメージ、およびコンテナを含むアプリケーション スタック。 

トポロジ モデ

ラー 
各種プロファイル テンプレートとアウトオブボックス サービス、イメージ、およびコンテナを使用したアプリケーション プロファイルのモデ

リングに使用される CCM UI ツール。 

サービス ライ

フサイクル ア
クション 

各アプリケーションについてサービス導入プロセスの詳細な手順（開始、停止、アップグレード、削除、実行など）をそれぞれに決定する

アクション。 

 

サポート対象 
● パブリック クラウド 
● データセンターとプライベート クラウド  
● アプリケーション プロファイル 
● Services 
● ベース OS イメージ 
● NFS ファイル システム オプション  
● ダイナミック ブートストラップのサポート 

サポートされているパブリック クラウド 
シスコでは、次のパブリック クラウドとマネージド プライベート クラウドをサポートしています。次の表に、シスコ ホスト型の導入モデルで現在すぐに利

用できるクラウド リージョンを示します。これらは CloudCenter のすべてのお客様にご利用いただけます。このリストに含まれている一部のパブリック 
クラウドはマネージド プライベート クラウドとして提供される場合もあります。 
  

 専用の CloudCenter 導入（顧客ホスト型）の場合、CloudCenter-as-a-Service（シスコ ホスト型）ですぐに利用可能なリージョンに加えて、クラウ

ド ファミリの各リージョンで CCO をインストールする必要があります。 
 

 クラウド ファミリ CloudCenter-as-a-Service で利用可能なリージョン 

1 Amazon Web Services 米国東部（バージニア） 

米国東部（オハイオ） 

米国西部（北カリフォルニア） 

米国西部（オレゴン） 

米国西部 GovCloud 

欧州西部（アイルランド） 

欧州中部（フランクフルト） 

アジア太平洋北東（東京） 

アジア太平洋南東（シンガポール） 

アジア太平洋北東（ソウル） 

アジア太平洋南東（シドニー） 

中国北部（北京） 

南米西部（サンパウロ） 
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 クラウド ファミリ CloudCenter-as-a-Service で利用可能なリージョン 

2 Google Compute プラットフォーム Google-us-central1（米国中部） 

3 VMware vCloud Air Dedicated Cloud 

4 Microsoft Azure Azure-us-east（バージニア） 

Azure-europe-north（アイルランド） 

Azure-japan-west（大阪） 

Azure-china-north（北京） 

Azure-china-east（上海） 

Azure-japan-east（埼玉） 

Azure-europe-west（オランダ） 

Azure-us-west（カリフォルニア） 

Azure-us-gov（アイオワ） 

5 Microsoft Azure Resource Manager（RM） ブラジル南部（サンパウロ州） 

東南アジア（シンガポール） 

米国東部（バージニア） 

米国中部（アイオワ） 

北ヨーロッパ（アイルランド） 

西ヨーロッパ（オランダ） 

オーストラリア東部（ニュー サウス ウェールズ） 

東日本（埼玉） 

東アジア（香港） 

西日本（大阪） 

米国東部 2（バージニア） 

米国中北部（イリノイ） 

オーストラリア南東部（ヴィクトリア） 

米国西部（カリフォルニア） 

米国中南部（テキサス） 

英国南部（ロンドン） 

英国西部（カーディフ） 

6 Dimension Data（MCP 1.0、レガシー、および 
MCP 2.0） 

DimensionData（米国東部） 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部） 

DimensionData（EU ロンドン） 

7 NTT データ NTT データ（マネージド プライベート） 

8 NTT アメリカ NTT アメリカ（マネージド プライベート） 

9 IBM SoftLayer SoftLayer-dal-09（ダラス 09 米国） 

SoftLayer-dal-01（ダラス 01 米国） 

SoftLayer-sjc-01（サンノゼ 01 米国） 
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サポートされているデータセンターとプライベート クラウド 
CloudCenter は、次のテクノロジー スタックを使用して構築されたデータセンターまたはプライベート クラウドをサポートします。 
 

クラウド ファミリ バージョン 

VMware vCloud Director VMware vCloud Director 5.1 

VMware vCloud Director 5.5 

VMware vCloud Director 5.6 

VMware vSphere/vCenter VMware vSphere 5.1 

VMware vSphere 5.5 

VMware vCenter 6.0 

Openstack OpenStack Havana 

OpenStack Icehouse 

OpenStack Juno 

OpenStack Kilo 

OpenStack Liberty 

OpenStack Newton 

OpenStack Mitaka 

シスコ Cisco UCS Director（UCSD） 

Microsoft Azure Pack 更新プログラムのロール

アップ 6 以降 

  
 シスコでは、データセンターまたはマネージド プライベート クラウド用のアウトオブボックス イメージ マッピングを提供していません。アプリケー

ション VM（Ubuntu1204）用にイメージ マッピングを設定すると（「Map Images」を参照）、使用可能なサービスが表示されます。 

サポートされているアプリケーション プロファイル 
CloudCenter は、アプリケーションのオンボードに必要な情報を集めるための基本的なブループリントを提供する複数のアプリケーション プロファイル 
テンプレートをサポートします。 

モデリング プロファイル 

シスコでは、次のカテゴリごとに示したすぐに使用できるコア テンプレートを提供しています。 
 

● コア プロファイル： 
● バッチ（非リアルタイムのシングルサーバ アプリケーション）：複数の独立したアプリケーション ジョブがキューに格納され、対応可能なク

ラスタによって処理されます。 
● クラスタ：導入を完了するために共有ファイル ストレージが設定されたクラスタが必要なアプリケーション。 
● パラレル（シングルサーバ アプリケーション）：独立したサーバで同時に起動される複数の独立したアプリケーション。 
● シッククライアント インタラクティブ アプリケーション（GUI インターフェイスを備えたデスクトップ アプリケーション）：アプリケーションをクラ

ウド上で起動し、タブレット コンピュータなどのデバイスで動作するブラウザからアプリケーションの GUI にアクセスできます。 
● パッケージ化されたプロファイル： 

● Hadoop Jar Runner プロファイル  
● 他の N 層プロファイル 
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● N 層 Web プロファイル（複数の層が含まれ、それぞれ別のサーバまたはサーバ クラスタでプロビジョニングされる場合がある）：各層はいつでも

別の層の出力と相互作用したり、その出力に依存したりすることができます。 
● Java Web プロファイル 
● PHP Web アプリケーション プロファイル  
● Windows.Net Web アプリケーション プロファイル  
● Ruby on Rails Web アプリケーション プロファイル 

● カスタム プロファイル 
● マルチステップ実行プロファイル 
● N 層実行プロファイル 

アプリケーション タスク 

「Application Tasks」を参照してください。 

 

サポート対象サービス 
● アプリケーション VM サポート  
● PaaS サポート  
● ワークフロー サポート  
● 商用サポート 

  
 シスコでは、データセンターとプライベート クラウド用のアウトオブボックス イメージ マッピングを提供していません。アプリケーション VM 用にイ

メージ マッピングを設定すると（「Map Images」を参照）、CloudCenter のアウトオブボックス サービス（下記のリストを参照）が CCM UI に自動

的に表示されます。 
これらのサービスの設定の詳細については、「Service Properties」を参照してください。 

アプリケーション VM サポート 

CloudCenter プラットフォームをインストールすると、C entOS6.x イメージでインストールされたアプリケーション VM ごとに次のサービス（アウトオブ

ボックス）が動的に表示されます。 
 

Service Type サービス バージョン ライセンス 

フロントエンド 
キャッシュ 

Varnish 4.0.4 BSD ライセンス 

ロード バランサ HAProxy 1.5.4 GPLv2 

NginX 1.0.15 FreeBSD ライセンス 

Web サーバ Apache2 2.2.15 Apache ライセンス 2.0 

Geronimo3 3.0.0 Apache ライセンス 2.0 

IIS 7 および 8 Windows 

Jetty 9.0.2 Apache ライセンス 2.0 

Ruby 1.8.7 および 
1.9.3 

Ruby、GPLv2、FreeBSD 

Ruby on Rails 2.3.14 MIT ライセンス 
  

 
Ruby on Rails は Ubuntu12.04 でのみサポートされ

ます。 
 

Tomcat6 6.0.43 Apache ライセンス 2.0 

Tomcat7 7.0.59 Apache ライセンス 2.0 

メッセージ バス ActiveMQ 5.8.0 Apache ライセンス 2.0 

RabbitMQ 3.5.1 Mozilla Public License 

バックエンド キャッ

シュ 
Memcached 1.4.4 修正 BSD ライセンス 

Cisco CloudCenter スタートアップ ガイド 60 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Application+Tasks
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Map+Images
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Service+Properties
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Varnish
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Nginx
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Apache
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Tomcat
http://docs.cliqr.com/display/CCD46/Tomcat


Cisco CloudCenter のドキュメント 

Service Type サービス バージョン ライセンス 

ファイル システム CephFS 0.94 LGPL 2.1 

NFS 1.2.3  
データベース MySQL 5.6.27 GPLv2 

SQL Server 2008 および 
2012 

Windows 

NoSQL データ

ベース 
Cassandra 2.0.17 Apache ライセンス 2.0 

MongoDB 2.6.7 GNU AGPL v3.0 

オーケストレー

ション 
Chef 12.6（最新） Apache ライセンス 2.0 

Puppet 4.3（最新） Apache ライセンス 2.0 

Others Docker 1.7.1 Apache ライセンス 2.0 

Jmeter 2.12 Apache ライセンス 2.0 

PaaS サポート 

CloudCenter プラットフォームをインストールすると、クラウドごとに次のサービス（アウトオブボックス）が動的に表示されます。 
 

No. CloudCenter のサポート対象

サービス 
サポートされるクラウド 

1 リレーショナル データベース サー

ビス（RDS） 
Amazon（最新バー

ジョン） 

2 Elastic Load Balancing（ELB） Amazon（最新バー

ジョン） 

ワークフロー サポート 

CloudCenter プラットフォームをインストールすると、統合ごとに次のサービス（アウトオブボックス）が動的に表示されます。 
 

No. CloudCenter が提供するサー

ビス 
サポートされる統合 

1 UCS Director（Cisco UCSD） シスコ（最新バージョン） 

商用サポート 

ライセンスの問題により上記のカテゴリには含まれませんが、シスコでは商用サービスも提供しています。これには、Microsoft SQL Server、IBM 
WebSphere、Oracale WebLogic、Oracle データベース、WSO2 Application Server などが含まれます（ただしこれらに限定されません）。

CloudCenter の顧客およびパートナーは、直接これらのサービスをモデリングすることも、CloudCenter の担当責任者またはパートナーに問い合わせ

てサポートを受けることもできます。 

サポートされているベース OS イメージ 
● バージョン サポート  
● CentOS 6.x  
● CentOS 7.x 
● クラウド イメージ ヘルパー 
● 一般的な AWS 外部サービス  
● AWS RDS 外部サービス  
● RHEL 6.x 
● RHEL 7.x 
● Ubuntu 12.04 
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● Web アプリケーション サービスがインストールされた Ubuntu 12.04  
● Ubuntu 14.04 
● Windows Server 2008 
● Microsoft SQL 2008 がインストールされた Windows Server 2008  
● Windows Server 2012 
● Microsoft SQL 2008 がインストールされた Windows Server 2012 

バージョン サポート 

シスコでは、特に指定がない限り各イメージの 2 つの最新バージョンがサポートされます。ここでは、すべてのパブリック クラウドのイメージとサポート

の詳細を一覧に示します。 

CentOS 6.x 
CentOS 6.x に基づいてアプリケーション VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサポート 

Amazon-us-east-1（バージ

ニア） 
提供あり 実行時に起動権限が付与される。 クラウド起動に対応した CentOS6 イ

メージをサポート 

Amazon-us-west-2（オレ

ゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォ

ルニア） 

Amazon-ap-northeast-1
（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイ

ルランド） 

AWS GovCloud（米国）

リージョン 
提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションまたはアプライアンス設

定オプションを使用してイメージを準備する。 

Openstack 提供あり サポートあり 

Google-us-central1（米国

中部） 
提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイメージを準

備する。 
サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供あり サポートあり 

Azure 米国東部 提供あり サポートあり 

Azure-us-west（米国西部） 提供なし  
Azure Pack 提供なし サポート対象外 

Azure Resource Manager 提供なし サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションまたはアプライアンス設

定オプションを使用してイメージを準備する。 
サポート対象外 

DimensionData（米国東部 2） 提供なし 

DimensionData（米国西部） 提供なし 

NTT データ（マネージド プ
ライベート） 

提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プ
ライベート） 

提供なし 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし  サポートあり 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 提供あり 提供なし サポートあり 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 提供なし 
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CentOS 7.x 
CentOS 7.x に基づいてアプリケーション VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップの

サポート 

Amazon-us-east-1（バージ

ニア） 
提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレ

ゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォ

ルニア） 

Amazon-ap-northeast-1
（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイル

ランド） 

AWS GovCloud（米国）

リージョン 
提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイメージを準備する。 

Openstack 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションまたはアプライアンス設定オプ

ションを使用してイメージを準備する。 
サポートあり 

Google-us-central1（米国

中部） 
提供なし サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供あり サポートあり 

Azure 米国東部 提供あり サポートあり 

Azure-us-west（米国西部） 提供なし 

Azure Pack 提供なし サポート対象外 

Azure Resource Manager 提供なし サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東

部 2） 

DimensionData（米国西部） 

NTT データ（マネージド プ
ライベート） 

提供なし 

NTT アメリカ（マネージド プ
ライベート） 
SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポートあり 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 提供あり サポートあり 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 提供なし 
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クラウド イメージ ヘルパー 

イメージ変換を実行する機能を備えたイメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップの

サポート 

Amazon-us-east-1（バージ

ニア） 
提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレ

ゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォ

ルニア） 

Amazon-ap-northeast-1
（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイル

ランド） 
提供なし 実行時に起動権限が付与される。 

AWS GovCloud（米国）

リージョン 
シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイメージを準備する。 

Openstack 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションまたはアプライアンス設定オプ

ションを使用してイメージを準備する。 
サポートあり 

Google-us-central1（米国

中部） 
サポート対象外 

Softlayer ダラス 09 サポート対象外 

Azure 米国東部 

サポート対象外 Azure-us-west（米国西部） 

Azure Pack 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東

部 2） 

DimensionData（米国西部） 

NTT データ（マネージド プ
ライベート） 

提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プ
ライベート） 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポート対象外 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 
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一般的な AWS 外部サービス 

AWS PaaS サービス（ELB など）の起動に使用されるイメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポート対象外 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン サポート対象外 シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポート対象外 

Openstack サポート対象外 

Google-us-central1（米国中部） 

Softlayer ダラス 09 

Azure 米国東部 

Azure-us-west（米国西部） 

Azure Pack 

DimensionData（米国東部） 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部） 

NTT データ（マネージド プライ

ベート） 

NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート） 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 

AWS RDS 外部サービス 

AWS RDS サービスのプロビジョニングに使用されるヘルパー イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポート対象外 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン サポート対象外 シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポート対象外 

Openstack サポート対象外 
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Google-us-central1（米国中部）  
Softlayer ダラス 09 

Azure 米国東部 

Azure-us-west（米国西部） 

Azure Pack 

DimensionData（米国東部）  
DimensionData（米国東部 2）  
DimensionData（米国西部）  
NTT データ（マネージド プライ

ベート）  
NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート）  

SoftLayer（ダラス 09 米国）  
SoftLayer（ダラス 01 米国）  
SoftLayer（サンノゼ 01 米国）  

RHEL 6.x 
RHEL 6.x に基づいて VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 

Openstack 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポートあり 

Google-us-central1（米国中部） 提供なし サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供なし サポートあり 

Azure 米国東部 提供なし サポートあり 

Azure-us-west（米国西部） 

Azure Pack サポート対象外 

Azure Resource Manager サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部） 

NTT データ（マネージド プライ

ベート） 
提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート） 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポートあり 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 
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RHEL 7.x 
RHEL 7.x に基づいて VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
Openstack 提供なし サポートあり 

Google-us-central1（米国中部） 提供なし サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供なし サポートあり 

Azure 米国東部 提供なし サポートあり 

Azure-us-west（米国西部） 

Azure Pack サポート対象外 

Azure Resource Manager サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部） 

NTT データ（マネージド プライ

ベート） 
提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート） 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポートあり 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 

Ubuntu 12.04 
Ubuntu 12.04 に基づいて VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
Openstack 提供なし サポートあり 

Google-us-central1（米国中部） 提供あり サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供あり サポートあり 

Azure 米国東部 提供あり サポートあり 

Azure-us-west（米国西部） 提供なし 
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クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Azure Pack サポート対象外 

Azure Resource Manager サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部）   
NTT データ（マネージド プライ

ベート） 
提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート） 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポートあり 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 

Web アプリケーション サービスがインストールされた Ubuntu 12.04 

Web アプリケーション サービス（Jetty および Ruby On Rails）がインストールされた Ubuntu 12.04 に基づいて VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 

Openstack 提供あり シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポートあり 

Google-us-central1（米国中部） 提供あり サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供あり サポートあり 

Azure 米国東部 提供あり サポートあり 

Azure-us-west（米国西部） 提供なし 

Azure Pack サポート対象外 

Azure Resource Manager サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部） 

NTT データ（マネージド プライ

ベート） 
提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート） 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポートあり 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 
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Ubuntu 14.04 
Ubuntu 14.04 に基づいて VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本）    
Amazon-eu-west-1（アイルランド）    
AWS GovCloud（米国）リージョン 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
Openstack 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポートあり 

Google-us-central1（米国中部） 提供あり サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供あり サポートあり 

Azure 米国東部 提供あり サポートあり 

Azure-us-west（米国西部） 提供なし 

Azure Pack サポート対象外 

Azure Resource Manager サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部） 

NTT データ（マネージド プライ

ベート） 
提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート） 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポートあり 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 

Windows Server 2008 
Windows Server 2008 に基づいて VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 

Openstack 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポートあり 

Google-us-central1（米国中部） 提供なし サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供あり サポートあり 
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クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Azure 米国東部 提供あり サポートあり 

Azure-us-west（米国西部） 提供なし 

Azure Pack サポート対象外 

Azure Resource Manager サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部） 

NTT データ（マネージド プライ

ベート） 
提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート） 
 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポートあり 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 

Microsoft SQL 2008 がインストールされた Windows Server 2008 

Microsoft SQL がインストールされた Windows Server 2008 に基づいて VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 

Openstack 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポートあり 

Google-us-central1（米国中部） 提供なし サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供あり サポートあり 

Azure 米国東部 提供あり サポートあり 

Azure-us-west（米国西部） 提供なし 

Azure Pack サポート対象外 

Azure Resource Manager サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部） 
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Cisco CloudCenter のドキュメント 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

NTT データ（マネージド プライ

ベート） 
提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート） 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポートあり 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 

Windows Server 2012 
Windows Server 2012 に基づいて VM を起動するベース OS イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
 

Openstack 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポートあり 

Google-us-central1（米国中部） 提供なし サポートあり 

Softlayer ダラス 09 提供あり サポートあり 

Azure 米国東部 提供あり サポートあり 

Azure 米国西部（米国西部） 提供なし 

Azure Pack サポート対象外 

Azure Resource Manager サポートあり 

DimensionData（米国東部） 提供なし サポート対象外 

DimensionData（米国東部 2） 

DimensionData（米国西部） 

NTT データ（マネージド プライ

ベート） 
提供なし サポート対象外 

NTT アメリカ（マネージド プライ

ベート） 

SoftLayer（ダラス 09 米国） 提供なし サポート対象外 

SoftLayer（ダラス 01 米国） 

SoftLayer（サンノゼ 01 米国） 
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Microsoft SQL 2008 がインストールされた Windows Server 2012 

Windows Server 2012 に基づいて VM を起動する、Microsoft SQL がインストールされた Win2k12 イメージ： 
 

クラウド（リージョン）  シスコ ホスト型導入 顧客ホスト型導入 ダイナミック ブートストラップのサ

ポート 

Amazon-us-east-1（バージニア） 提供あり 実行時に起動権限が付与される。 サポートあり 

Amazon-us-west-2（オレゴン） 

Amazon-us-west-1（カリフォル

ニア） 

Amazon-ap-northeast-1（日本） 

Amazon-eu-west-1（アイルランド） 

AWS GovCloud（米国）リージョン 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポートあり 

Azure Pack 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポート対象外 

Azure Resource Manager サポートあり 

Openstack 提供なし シスコによって提供されるインストーラ オプションを使用してイ

メージを準備する。 
サポートあり 

NFS ファイル システム オプション 
CloudCenter には、次のアウトオブボックス NFS ファイル システム オプションが用意されています。 
 

● リニア：1 台以上のディスク 

● RAID 0：2 台以上のディスク 
● RAID 1：2 台以上のディスク（偶数）  
● RAID 5：3 台以上のディスク 
● RAID 6：4 台以上のディスク 
● RAID 10：4 台以上のディスク（偶数）  

詳細については、「Storage as a Service」を参照してください。 

ダイナミック ブートストラップのサポート 
CloudCenter の管理エージェントは、管理エージェントがインストールされていないイメージから起動される VM に動的にインストールできます。 

次の表に、ダイナミック ブートストラップがサポートされるクラウドとイメージを示します。 
 

Cloud Name Amazon Azure Google Openstack SoftLayer 

Windows 2008 サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 

Windows 2012 サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 

CentOS 6 設定によって異なる Openlogic サポートあり サポートあり サポートあり 

CentOS 7 サポートあり Openlogic サポートあり サポートあり サポートあり 

Ubuntu10 サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 

Ubuntu12 サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 

Ubuntu14 サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 

Red Hat 6 サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 
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Cloud Name Amazon Azure Google Openstack SoftLayer 

Red Hat 7 サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 

Amazon Linux サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 

Oracle Linux 6 サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 

SUSE 11。 サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 
 

詳細については「Dynamically Bootstraping」を参照してください。
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