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はじめに
• 概要, 1 ページ

概要
Cisco Prime サービス カタログ ソフトウェアは、データセンターからデスクトップまでのあらゆる
タイプの IT サービスをユーザがオーダーおよび管理できる、セルフサービス ポータルです。ま
た、仮想マシン、フェンスド コンテナ、VACS（UCSD が統合されている場合）などの Infrastructure
as a Service（IaaS）をオーダーし、これらのエンティティのライフサイクル管理に Prime サービス
カタログを使用することもできます。
Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライアンス（OVF）パッケージにより、Cisco Prime サービ
ス カタログ製品を仮想マシンとして導入できます。
仮想アプライアンスには、次のプリインストールおよび事前構成済みソフトウェアが付属します。
• Red Hat Enterprise Linux オペレーティング システム、バージョン 7.2
• Red Hat OpenJDK、バージョン 1.8.0_91 以降
• Apache HTTP Server、バージョン 2.4.6
• WildFly Application Server、バージョン 8.2.0.Final
• Oracle Database 12c Enterprise Edition、バージョン 12.1.0.2.0
• Puppet Master、バージョン 3.8.1
• Rabbit MQ、バージョン 3.6.1
• Prime サービス カタログ（オーケストレーション サービス、およびアプリケーション用コン
テンツ付き）、バージョン 11.2
Cisco Prime サービス カタログのクイック スタート ガイドには、Prime サービス カタログ仮想ア
プライアンスを導入および設定するための情報を記載しています。Prime サービス カタログの使
用の詳細については、『Cisco Prime Service Catalog 11.1.1 User Guide』を参照してください。
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はじめる前に
• システム要件, 3 ページ
• ライセンシング, 3 ページ
• 導入のための仮想アプライアンスの準備, 4 ページ

システム要件
• Prime サービス カタログ 11.1.1 仮想アプライアンスの OVF ファイルは、VMware vSphere バー
ジョン 5.x にのみ導入できます。Prime サービス カタログの OVF ファイルを導入するには、
vSphere クライアントを開き、VMware vCenter Server 5.x に接続する必要があります。
• 使用する VMware vCenter Server に、仮想アプライアンスの 4 つの CPU、8 GB のメモリ、100
GB のディスク空き領域を格納するための十分なリソースがあることを確認します。

（注）

Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライアンスを完全モード（1 つの VM
にすべてのコンポーネント）で導入しようと計画している場合は、VM の CPU
の数を 8、メモリを 16 GB に増やすことを推奨します。

• SMTP サーバは、強く推奨されますが、必須ではありません。OVF の導入後、インストール
手順に従ってシェル メニューから SMTP サーバの設定を入力できます。ユーザが使用する
SMTP サーバは、ポート 25 をリッスンする必要があり、認証を要求しないようにしてくださ
い。

ライセンシング
Prime Service Catalog は Cisco ONE Enterprise Cloud Suite の製品です。Cisco ONE Enterprise Cloud
Suite のライセンスは、サーバ単位で供与されます。
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はじめる前に
導入のための仮想アプライアンスの準備

Prime Service Catalog は、従業員を対象としたワークプレース サービスのカタログによって、デス
クトップ、通信、Bring Your Own Device（BYOD; 個人所有デバイス持ち込み）、およびその他の
エンドユーザ サービス要求を管理します。Prime Service Catalog のライセンスは、ワークプレース
サービスを対象とする場合はユーザ単位で供与されます。
以下の使用事例では個別にライセンスが供与されます。ライセンスは次のように決定します。
• Prime Service Catalog サーバ単位エディションのライセンスは、本製品により管理されるサー
バの数に基づいて決定し、Cisco ONE Enterprise Cloud Suite にサーバ単位のライセンスが含ま
れます。
• Prime サービス カタログ ユーザ単位エディションのライセンスは、本製品へのアクセスが許
可されるユーザの数に基づいて決定します。
データセンターとワークプレースの両方の使用事例を管理する目的で Prime Service Catalog を使用
する場合、ユーザ単位およびサーバ単位の両方のオプションのライセンスを供与する必要があり
ます。また、アカウント マネージャと Enterprise License Agreement（ELA）について検討すること
もできます。
Prime Service Catalog は Cisco Intelligent Automation for Cloud を構成する不可欠な製品でもありま
す。
ライセンスについての詳細は、アカウント マネージャまでお問い合わせください。

導入のための仮想アプライアンスの準備
ステップ 1

Cisco.com の Web サイトから次の zip ファイルをダウンロードします。
• CPSC-virtual_appliance_v11.1.1_Part1.zip
• CPSC-virtual_appliance_v11.1.1_Part2.zip
• CPSC-virtual_appliance_v11.1.1_Part3.zip

ステップ 2

3 つの zip ファイルの内容を含む一時ディレクトリを作成します（「C:\Temp\CPSC_11.1.1_VA」 など）。

ステップ 3

3 つの zip ファイルのそれぞれの内容を、前の手順で作成したディレクトリに抽出して、3 つの zip ファイ
ルすべての内容が同じディレクトリに配置されるようにします。

ステップ 4

vSphere クライアントから、抽出したファイルを含むディレクトリに移動してファイル「cpsc-virtualappliance11.1.1.53 .ovf」を選択することにより、 OVF ファイルを導入します。

ステップ 5

OVF を VMware vCenter Server の仮想マシンとして導入した後で、VM の電源をオンにします。
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Prime サービス カタログのインストール
• Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインストール , 5 ページ
• インストール後のタスクの実行, 16 ページ
• Cisco ONE Enterprise Cloud Suite を使用した Prime サービス カタログ仮想アプライアンスの設
定, 23 ページ

Primeサービスカタログ仮想アプライアンスのインストー
ル
Cisco Prime サービス カタログ 11.1.1 仮想アプライアンス（OVF）パッケージを使用して、Cisco
Prime サービス カタログを 2 つのモードで導入できます。
• 完全（オールインワン）：このタイプの OVF のインストールでは、デフォルト設定の適用
によりインストールが効率的に実行されます。すべての仮想アプライアンス コンポーネン
ト、つまり Prime サービス カタログ アプリケーション、Prime サービス カタログ データベー
ス、Puppet Master、およびオーケストレーションの各コンポーネントが 1 つのアプライアン
スにインストールされます。インストール手順については、「 完全（オールインワン）設定
用の Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインストール 」を参照してください。
• 分散型（Distributed）：このタイプの OVF のインストールでは、異なるノードにすべての仮
想アプライアンス コンポーネントをインストールします。ノードは、仮想アプライアンスの
プロンプトで示される順序で導入する必要があります。また、Prime サービス カタログ ノー
ドを追加して、フェールオーバーのためのクラスタを設定することもできます。インストー
ル手順については、「 分散設定用の Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインス
トール」を参照してください。
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Prime サービス カタログのインストール
完全（オールインワン）設定用の Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインストール

完全（オールインワン）設定用の Prime サービス カタログ仮想アプラ
イアンスのインストール
はじめる前に
• 導入のための仮想アプライアンスを準備します。詳細については、「導入のための仮想アプ
ライアンスの準備」を参照してください。
• vCenter Server に VA を導入した後で、VM を編集し、仕様を次のように変更してください。
◦ メモリを 8 GB から 16 GB に変更します。
◦ CPU を「2 ソケット、ソケットあたり 4 コア」（合計 8 CPU）に変更します。

ステップ 1

vSphere クライアントで VM コンソールを開きます。VM コンソールに次のメッセージが表示されます。
a) [DHCP または静的 IP を設定しますか。（Do you want to configure DHCP or Static IP?）]dhcp または static
のいずれかの値を入力します。
DHCP アドレスを選択した場合、VM が DHCP サーバに接続する VMware ネットワークのポート グルー
プを使用していることを確認します。
静的 IP アドレスを選択した場合は、静的 IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、
プライマリ DNS アドレス、およびセカンダリ DNS アドレス（オプション）の値を入力するように求
められます。
続行する前に、入力した値を確認するプロンプトが表示されます。
b) [アプライアンスのホスト名（Appliance Hostname）]：VM のホスト名を入力します。psc.mydomain.com
などの完全修飾ドメイン名、または psc などの短いホスト名を入力できます。ホスト名の値は英字で
始める必要があります。また、英字、数字、ハイフン、およびピリオドのみを含めてください。
c) [アプライアンス ノード タイプ（Appliance Node Type）]：[1 - 完全（1 - Complete）] オプションを選択
して、1 つのアプライアンスに Prime サービス カタログ アプリケーション、Prime サービス カタログ
データベース、Puppet Master、およびオーケストレーション コンポーネントをインストールします。
d) [システム コンポーネントのパスワード（Password for System Components）]：次のユーザに使用される
共通のパスワードを入力します。
• shelladmin ユーザ
• Oracle system ユーザおよび sys ユーザ
• Prime サービス カタログ データベース ユーザ
• Prime サービス カタログ サイト管理者
• Prime サービス カタログ サービス カタログ オーケストレーション ユーザ
有効なパスワードは、以下の規則に従う必要があります。

Cisco Prime サービス カタログ 11.1.1 仮想アプライアンス クイック スタート ガイド
6

Prime サービス カタログのインストール
完全（オールインワン）設定用の Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインストール

• 8 ～ 16 文字の長さ
• 先頭が英文字
• 少なくとも 1 文字の大文字を含む
• 少なくとも 1 文字の小文字を含む
• 少なくとも 1 文字の数字を含む
• 次のリストから少なくとも 1 つの特殊文字を含む：! ^ * - _
e) [外部インターネット アクセスのためのプロキシ（Proxy for Accessing External Internet）]：仮想マシン
が外部インターネット アクセスにプロキシを使用しているかどうかに応じて、y または n を入力しま
す。
最後のプロンプトの値を入力すると、VM は Red Hat Enterprise Linux オペレーティング システムを起
動する一連のタスクを実行して Prime サービス カタログ サービスを設定します。このプロセスは、完
了するまで最大 10 分かかります。Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライアンスの初期化が正常
に実行されたことを示すメッセージが画面に表示されるまで待ちます。メッセージには、次のような
Cisco Prime サービス カタログの URL も表示されます。

また、Prime サービス カタログ データベース、Puppet Master、オーケストレーション コンポーネント
に接続するためのホストの IP アドレス、DB ポート、DB サービス名、およびユーザ名などの詳細も表
示されます。
ステップ 2

サポートされている Web ブラウザを開き、Prime サービス カタログの URL に接続します。ログイン画面
が表示されます。

ステップ 3

Prime サービス カタログのサイト管理者ユーザとしてログインするには、[ユーザ名（User Name）] フィー
ルドに admin と入力し、ステップ 1d で指定したパスワードの値を [パスワード（Password）] フィールド
に入力して、[ログイン（Log In）] ボタンをクリックします。ログイン後、サービス カタログのホーム
ページが表示されます。

Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインストールが完了しました。
インストールが完了すると、次の設定が自動的に行われます。
• 管理モジュールで Puppet Master の情報が設定されます。
• AMQP のホストはオーケストレーション ノードをポイントします。
• Rabbit MQ サーバとの通信を行うための AMQP のポート タイプが SSL として設定されます。
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分散設定用の Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインストール

これらの設定は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [AMQP] で確認できます。

次の作業
Prime サービス カタログのより高度な機能の使用を計画している場合は、「インストール後のタ
スクの実行」の項に進み、追加の設定タスクを実行します。

分散設定用の Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインス
トール
OVF のインストールの分散設定では、すべての仮想アプライアンス コンポーネントは、異なる
ノードにインストールされます。ノードは、以下の記載と同じ順序で導入する必要があります。
また、Prime サービス カタログ ノードを追加して、フェールオーバーのためのクラスタを設定す
ることもできます。
• データベース ノードのインストール
• Prime サービス カタログ ノードのインストール
• Puppet ノードのインストール
• オーケストレーション ノードのインストール
• Prime サービス カタログ クラスタ ノードのインストール

データベース ノードのインストール
はじめる前に
導入のための仮想アプライアンスを準備します。詳細については、「導入のための仮想アプライ
アンスの準備」を参照してください。

vSphere クライアントで VM コンソールを開きます。VM コンソールに次のメッセージが表示されます。
a) [DHCP または静的 IP を設定しますか。（Do you want to configure DHCP or Static IP?）]dhcp または static
のいずれかの値を入力します。
DHCP アドレスを選択した場合、VM が DHCP サーバに接続する VMware ネットワークのポート グルー
プを使用していることを確認します。
静的 IP アドレスを選択した場合は、静的 IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、
プライマリ DNS アドレス、およびセカンダリ DNS アドレス（オプション）の値を入力するように求
められます。
続行する前に、入力した値を確認するプロンプトが表示されます。
b) [アプライアンスのホスト名（Appliance Hostname）]：VM のホスト名を入力します。pscdb.mydomain.com
などの完全修飾ドメイン名、または pscdb などの短いホスト名を入力できます。ホスト名の値は英字
で始める必要があります。また、英字、数字、ハイフン、およびピリオドのみを含めてください。
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c) [アプライアンス ノード タイプ（Appliance Node Type）]：[2 - 分散（2 - Distributed）] オプションを選
択して、さまざまなアプライアンスに Prime サービス カタログ アプリケーション、Prime サービス カ
タログ データベース、Prime サービス カタログ クラスタ ノード、Puppet Master、およびオーケスト
レーション コンポーネントをインストールします。
d) [分散ノード タイプ（Distributed Node Type）]：[1 - データベース ノード（1- Database Node）] を選択し
て、VM に Prime サービス カタログ データベースをインストールします。
e) [システム コンポーネントのパスワード（Password for System Components）]：次のユーザに使用される
共通のパスワードを入力します。
• shelladmin ユーザ
• Oracle system ユーザおよび sys ユーザ
有効なパスワードは、以下の規則に従う必要があります。
• 8 ～ 16 文字の長さ
• 先頭が英文字
• 少なくとも 1 文字の大文字を含む
• 少なくとも 1 文字の小文字を含む
• 少なくとも 1 文字の数字を含む
• 次のリストから少なくとも 1 つの特殊文字を含む：! ^ * - _
最後のプロンプトの値を入力すると、VM は Oracle データベース サーバをインストールして設定する
一連のタスクを実行します。このプロセスが完了するまでには数分かかります。データベース ノード
が正常に初期化されたことを示すメッセージが画面に表示されるまで待ちます。メッセージには、Prime
サービス カタログ データベースにアクセスするための詳細が表示されます。
また、Prime サービス カタログ データベースに接続するためのホストの IP アドレス、DB ポート、DB
サービス名、およびユーザ名などの詳細も表示されます。

次の作業
「Prime サービス カタログ ノードのインストール」に進みます。

Prime サービス カタログ ノードのインストール
はじめる前に
• 導入のための仮想アプライアンスを準備します。詳細については、「導入のための仮想アプ
ライアンスの準備」を参照してください。
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• データベース ノードを設定し、稼働していることを確認します。データベース ノードの設
定の詳細については、「 データベース ノードのインストール 」を参照してください。

ステップ 1

vSphere クライアントで VM コンソールを開きます。VM コンソールに次のメッセージが表示されます。
a) [DHCP または静的 IP を設定しますか。（Do you want to configure DHCP or Static IP?）]dhcp または static
のいずれかの値を入力します。
DHCP アドレスを選択した場合、VM が DHCP サーバに接続する VMware ネットワークのポート グルー
プを使用していることを確認します。
静的 IP アドレスを選択した場合は、静的 IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、
プライマリ DNS アドレス、およびセカンダリ DNS アドレス（オプション）の値を入力するように求
められます。
続行する前に、入力した値を確認するプロンプトが表示されます。
b) [アプライアンスのホスト名（Appliance Hostname）]：VM のホスト名を入力します。psc.mydomain.com
などの完全修飾ドメイン名、または psc などの短いホスト名を入力できます。ホスト名の値は英字で
始める必要があります。また、英字、数字、ハイフン、およびピリオドのみを含めてください。
c) [アプライアンス ノード タイプ（Appliance Node Type）]：[2 - 分散（2 - Distributed）] オプションを選
択して、さまざまなアプライアンスに Prime サービス カタログ アプリケーション、Prime サービス カ
タログ データベース、Prime サービス カタログ クラスタ ノード、Puppet Master、およびオーケスト
レーション コンポーネントをインストールします。
d) [分散ノード タイプ（Distributed Node Type）]：[2 - Prime サービス カタログ ノード（2 - Prime Service
Catalog Node）] を選択して、VM に外部データベースを使用して Prime サービス カタログをインストー
ルします。
e) [システム コンポーネントのパスワード（Password for System Components）]：次のユーザに使用される
共通のパスワードを入力します。
• shelladmin ユーザ
• Prime サービス カタログ サイト管理者ユーザ
• JMS ユーザ
有効なパスワードは、以下の規則に従う必要があります。
• 8 ～ 16 文字の長さ
• 先頭が英文字
• 少なくとも 1 文字の大文字を含む
• 少なくとも 1 文字の小文字を含む
• 少なくとも 1 文字の数字を含む
• 次のリストから少なくとも 1 つの特殊文字を含む：! ^ * - _
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（注）

このパスワードは、Prime サービス カタログ管理者ユーザのパスワードであり、オーケスト
レーション ノードを導入するときに使用するので、すぐに参照できるようにしてください。

f) [マルチキャスト IP アドレス（Multicast IP Address）]：Prime サービス カタログ サーバで使用する、
ネットワーク環境の一意のマルチキャスト IP アドレスを入力します。
g) [マルチキャスト ポート番号（Multicast Port number）]：Prime サービス カタログ サーバで使用する、
ネットワーク環境の一意のマルチキャスト ポート番号を入力します。
（注）

クラスタ構成により複数の Prime サービス カタログ ノードを導入する予定の場合は、すべて
のノードで同じマルチキャスト アドレスとポート番号が使用されていることを確認します。

h) [データベースのホスト名または IP アドレス（Database Hostname or IP address）]：データベース ノード
がインストールされているマシンの IP アドレスを入力します。
i) データベースのポート、Oracle のサービス名、Oracle system ユーザのパスワードなど、その他のデータ
ベースの詳細を入力します。
最後のプロンプトの値を入力すると、VM は Red Hat Enterprise Linux オペレーティング システムを起
動する一連のタスクを実行して Prime サービス カタログ サービスを設定します。このプロセスは、完
了するまで最大 10 分かかります。Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライアンスの初期化が正常
に実行されたことを示すメッセージが画面に表示されるまで待ちます。メッセージには、Cisco Prime
サービス カタログの URL も表示されます。
ステップ 2

サポートされている Web ブラウザを開き、Prime サービス カタログの URL に接続します。ログイン画面
が表示されます。

ステップ 3

Prime サービス カタログのサイト管理者ユーザとしてログインするには、[ユーザ名（User Name）] フィー
ルドに admin と入力し、ステップ 1e で指定したパスワードの値を [パスワード（Password）] フィールド
に入力して、[ログイン（Log In）] ボタンをクリックします。ログイン後、サービス カタログのホーム
ページが表示されます。

次の作業
「Puppet ノードのインストール」に進みます。

Puppet ノードのインストール
はじめる前に
• 導入のための仮想アプライアンスを準備します。詳細については、「導入のための仮想アプ
ライアンスの準備」を参照してください。
• データベースと Prime サービス カタログ ノードが稼働中であることを確認します。

vSphere クライアントで VM コンソールを開きます。VM コンソールに次のメッセージが表示されます。
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a) [DHCP または静的 IP を設定しますか。（Do you want to configure DHCP or Static IP?）]dhcp または static
のいずれかの値を入力します。
DHCP アドレスを選択した場合、VM が DHCP サーバに接続する VMware ネットワークのポート グルー
プを使用していることを確認します。
静的 IP アドレスを選択した場合は、静的 IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、
プライマリ DNS アドレス、およびセカンダリ DNS アドレス（オプション）の値を入力するように求
められます。
続行する前に、入力した値を確認するプロンプトが表示されます。
b) [アプライアンスのホスト名（Appliance Hostname）]：VM のホスト名を入力します。
puppet.mydomain.com などの完全修飾ドメイン名、または puppet などの短いホスト名を入力できま
す。ホスト名の値は英字で始める必要があります。また、英字、数字、ハイフン、およびピリオドの
みを含めてください。
c) [アプライアンス ノード タイプ（Appliance Node Type）]：[2 - 分散（2 - Distributed）] オプションを選
択して、さまざまなアプライアンスに Prime サービス カタログ アプリケーション、Prime サービス カ
タログ データベース、Prime サービス カタログ クラスタ ノード、Puppet Master、およびオーケスト
レーション コンポーネントをインストールします。
d) [分散ノード タイプ（Distributed Node Type）]：[3 - Puppet Master（3 - Puppet Master）] を選択して、VM
に Puppet Master をインストールします。
e) [システム コンポーネントのパスワード（Password for System Components）]：次のユーザに使用される
共通のパスワードを入力します。
• shelladmin ユーザ
有効なパスワードは、以下の規則に従う必要があります。
• 8 ～ 16 文字の長さ
• 先頭が英文字
• 少なくとも 1 文字の大文字を含む
• 少なくとも 1 文字の小文字を含む
• 少なくとも 1 文字の数字を含む
• 次のリストから少なくとも 1 つの特殊文字を含む：! ^ * - _
最後のプロンプトの値を入力すると、VM は Puppet Master ファイルをインストールする一連のタスク
を実行します。このプロセスが完了するまでには数分かかることがあります。Puppet ノードが正常に
初期化されたことを示すメッセージが画面に表示されるまで待ちます。

次の作業
「オーケストレーション ノードのインストール」に進みます。

Cisco Prime サービス カタログ 11.1.1 仮想アプライアンス クイック スタート ガイド
12

Prime サービス カタログのインストール
分散設定用の Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインストール

オーケストレーション ノードのインストール
はじめる前に
• 導入のための仮想アプライアンスを準備します。詳細については、「導入のための仮想アプ
ライアンスの準備」を参照してください。
• データベース、Prime サービス カタログ、Puppet Master ノードが稼働中であることを確認し
ます。

（注）

Prime サービス カタログと Puppet Master ノードの両方で root ユーザが有効に
なっていることを確認します。root ユーザを有効にするには、各ノードで [ユー
ザの管理（Manage Users）] というシェル メニューを使用します。シェル メ
ニューの詳細については、「シェル メニューの起動」を参照してください。

vSphere クライアントで VM コンソールを開きます。VM コンソールに次のメッセージが表示されます。
a) [DHCP または静的 IP を設定しますか。（Do you want to configure DHCP or Static IP?）]dhcp または static
のいずれかの値を入力します。
DHCP アドレスを選択した場合、VM が DHCP サーバに接続する VMware ネットワークのポート グルー
プを使用していることを確認します。
静的 IP アドレスを選択した場合は、静的 IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、
プライマリ DNS アドレス、およびセカンダリ DNS アドレス（オプション）の値を入力するように求
められます。
続行する前に、入力した値を確認するプロンプトが表示されます。
b) [アプライアンスのホスト名（Appliance Hostname）]：VM のホスト名を入力します。
orchestration.mydomain.com などの完全修飾ドメイン名、または orchestration などの短いホスト名を
入力できます。ホスト名の値は英字で始める必要があります。また、英字、数字、ハイフン、および
ピリオドのみを含めてください。
c) [アプライアンス ノード タイプ（Appliance Node Type）]：[2 - 分散（2 - Distributed）] オプションを選
択して、さまざまなアプライアンスに Prime サービス カタログ アプリケーション、Prime サービス カ
タログ データベース、Prime サービス カタログ クラスタ ノード、Puppet Master、およびオーケスト
レーション コンポーネントをインストールします。
d) [分散ノード タイプ（Distributed Node Type）]：[4 - オーケストレーション ノード（4 - Orchestration
Node）] を選択して、VM にオーケストレーション ノードをインストールします。
e) [システム コンポーネントのパスワード（Password for System Components）]：次のユーザに使用される
共通のパスワードを入力します。
• shelladmin ユーザ
• Prime サービス カタログ サービス カタログ オーケストレーション ユーザ
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• RabbitMQ ユーザ
有効なパスワードは、以下の規則に従う必要があります。
• 8 ～ 16 文字の長さ
• 先頭が英文字
• 少なくとも 1 文字の大文字を含む
• 少なくとも 1 文字の小文字を含む
• 少なくとも 1 文字の数字を含む
• 次のリストから少なくとも 1 つの特殊文字を含む：! ^ * - _
f) 次に示すその他のノードに関する詳細を入力します。
• データベース ホストまたは IP アドレス
• データベース ポート
• Oracle サービス名
• Prime サービス カタログ データベースのユーザ名とパスワード
• Prime サービス カタログのホスト名または IP アドレス
• Prime サービス カタログ ホストのルート パスワード
• Prime サービス カタログ サイト管理者のパスワード
• Puppet Master のホスト名または IP アドレス
• Puppet Master ホストのルート パスワード
最後のプロンプトの値を入力すると、VM はオーケストレーション ノードを初期化する一連のタスク
を実行してオーケストレーション サービス カタログを開始します。このプロセスが完了するまでには
数分かかることがあります。オーケストレーション ノードが正常に初期化されたことを示すメッセー
ジが画面に表示されるまで待ちます。メッセージには、オーケストレーション ノードにアクセスする
ための詳細が表示されます。

次の作業
Prime サービス カタログのクラスタ環境を設定する場合は、「Prime サービス カタログ クラスタ
ノードのインストール」の項に進みます。
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Prime サービス カタログ クラスタ ノードのインストール
Prime サービス カタログ向けのクラスタ環境を設定する場合は、ここで説明する手順を実行します。ここでは、セカン
ダリ クラスタ ノードとして機能する 2 番目の Prime サービス カタログ ノードの OVF ファイルを導入します。すでに
存在する最初の Prime サービス カタログは、プライマリ ノード クラスタ ノードとして機能します。

はじめる前に
• 導入のための仮想アプライアンスを準備します。詳細については、「導入のための仮想アプ
ライアンスの準備」を参照してください。
• データベース ノードを設定し、稼働していることを確認します。データベース ノードの設
定の詳細については、「 データベース ノードのインストール 」を参照してください。
• Prime サービス カタログ ノードをインストールし、稼働していることを確認します。Prime
サービス カタログ ノードのインストールの詳細については、「 Prime サービス カタログ ノー
ドのインストール 」を参照してください。
• Prime サービス カタログ プライマリ ノードで root ログインが有効になっていることを確認
します。root ログインは、シェルの [管理（admin）] メニューを使用して有効にできます。
詳細については、「シェル メニューの起動」を参照してください。
• サービス リンク、ドメイン コントローラ、Prime サービス カタログ アプリケーション管理
ポートなどのサービスのためのすべてのファイアウォール ポートが開いていることを確認し
ます。これらのポートは、シェルの [管理（admin）] メニューを使用して有効にできます。
シェル メニューの詳細については、「シェル メニューの起動」を参照してください。

ステップ 1

vSphere クライアントで VM コンソールを開きます。VM コンソールに次のメッセージが表示されます。
a) [DHCP または静的 IP を設定しますか。（Do you want to configure DHCP or Static IP?）]dhcp または static
のいずれかの値を入力します。
DHCP アドレスを選択した場合、VM が DHCP サーバに接続する VMware ネットワークのポート グルー
プを使用していることを確認します。
静的 IP アドレスを選択した場合は、静的 IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、
プライマリ DNS アドレス、およびセカンダリ DNS アドレス（オプション）の値を入力するように求
められます。
続行する前に、入力した値を確認するプロンプトが表示されます。
b) [アプライアンスのホスト名（Appliance Hostname）]：VM のホスト名を入力します。psc.mydomain.com
などの完全修飾ドメイン名、または psc などの短いホスト名を入力できます。ホスト名の値は英字で
始める必要があります。また、英字、数字、ハイフン、およびピリオドのみを含めてください。
c) [アプライアンス ノード タイプ（Appliance Node Type）]：[2 - 分散（2 - Distributed）] オプションを選
択して、さまざまなアプライアンスに Prime サービス カタログ アプリケーション、Prime サービス カ
タログ データベース、Prime サービス カタログ クラスタ ノード、Puppet Master、およびオーケスト
レーション コンポーネントをインストールします。
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d) [分散ノード タイプ（Distributed Node Type）]：[5 - サービス カタログ クラスタ ノード（5 - Service
Catalog Cluster Node）] を選択して、VM に Prime サービス カタログ クラスタ ノードをインストールし
ます。
e) [Prime サービス カタログ クラスタ ノード（Prime Service Catalog Cluster Node）]：[1 - PSC クラスタ
ノード 2（1 - PSC Cluster Node 2）] オプションを選択して、2 つのノード クラスタを設定します。3 つ
のノード クラスタを設定するには、[2 - PSC クラスタ ノード 3（2 - PSC Cluster Node 3）] オプション
を実行します。
f) [ドメイン コントローラのホスト名または IP アドレス（Domain Controller Hostname or IP address）]：ド
メイン コントローラがインストールされているマシンの IP アドレスを入力します。
g) [ドメイン コントローラ パスワード（Domain Controller Password）]：ドメイン コントローラ ノードに
アクセスするためのパスワードを入力します。
h) Prime サービス カタログのドメイン コントローラ ノードのルート パスワードを入力します。
i) [マルチキャスト IP アドレス（Multicast IP Address）]：Prime サービス カタログ プライマリ ノードで使
用されているものと同じマルチキャスト IP アドレスを入力します。

ステップ 2

j) [マルチキャスト ポート番号（Multicast Port number）]：Prime サービス カタログ プライマリ ノードで
使用されているものと同じマルチキャスト ポート番号を入力します。
（注）
Prime サービス カタログ プライマリ ノードで入力したものと同じマルチキャスト IP アドレ
スとポート番号を入力してください。
導入した Prime サービス カタログ ノードはセカンダリ クラスタ ノードです。プライマリ クラスタ ノー
ドに戻し、2 番目の Prime サービス カタログ ノードの情報をロード バランサに追加する必要があります。
これを行うには、最初の Prime サービス カタログ ノードに shelladmin ユーザとしてログインし、[クラス
タの管理（Manage Cluster）] シェル メニューを選択します。シェル メニューの使用方法の詳細について
は、「シェル メニューの起動」を参照してください。

次の作業
Prime サービス カタログのより高度な機能の使用を計画している場合は、「インストール後のタ
スクの実行」の項に進み、追加の設定タスクを実行します。

インストール後のタスクの実行
ここでは、次の内容について説明します。
• シェル メニューの起動
• SMTP の設定
• プロキシ サーバの設定値の設定
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シェル メニューの起動
シェル メニューでは、SMTP の設定、プロキシ サーバの構成、パスワード変更、Linux オペレー
ティング システムのサービスの開始と停止など、仮想アプライアンスのさまざまな管理タスクを
実行できます。
shelladmin ユーザとして仮想アプライアンスにログインします。この操作は、vSphere クライアン
トの VM コンソール、または VM の IP アドレスへの SSH 接続を使用して実行できます。ログイ
ン プロンプトで、ユーザ名に shelladmin と入力し、「 完全（オールインワン）設定用の Prime
サービス カタログ仮想アプライアンスのインストール 」の項のステップ 1d で指定したパスワー
ドの値を入力します。ログインすると、インストールの種類に応じてシェル メニューが表示され
ます。次に、さまざまな種類のインストール環境のシェル メニューに表示されるコマンドのリス
トを示します。これらのプロンプトの詳細については、次の表を参照してください。
完全（オールインワン）インストールのシェル メニュー オプション
• ユーザの管理
• サービス ステータスの表示
• サービスの停止
• サービスの開始
• データベースの管理
• ファイアウォールの管理
• Puppet Master の管理
• ネットワーク インターフェイスの表示/設定
• SMTP の表示/設定
• ログの表示
• バージョンの表示
• アプリケーションとパッチのインストール
• root としてログイン
• アプライアンスのシャットダウン
• アプライアンスの再起動
• 終了します。
データベース ノードのシェル メニュー オプション
• ユーザの管理
• サービス ステータスの表示
• サービスの停止
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• サービスの開始
• データベースの管理
• ネットワーク インターフェイスの表示/設定
• ログの表示
• バージョンの表示
• パッチの適用
• root としてログイン
• アプライアンスのシャットダウン
• アプライアンスの再起動
• 終了します。
Prime サービス カタログ ノードのシェル メニュー オプション
• ユーザの管理
• サービス ステータスの表示
• サービスの停止
• サービスの開始
• ファイアウォールの管理
• ネットワーク インターフェイスの表示/設定
• SMTP の表示/設定
• ログの表示
• バージョンの表示
• パッチの適用
• root としてログイン
• アプライアンスのシャットダウン
• アプライアンスの再起動
• 終了します。
Puppet ノードのシェル メニュー オプション
• ユーザの管理
• サービス ステータスの表示
• サービスの停止
• サービスの開始

Cisco Prime サービス カタログ 11.1.1 仮想アプライアンス クイック スタート ガイド
18

Prime サービス カタログのインストール
シェル メニューの起動

• Puppet Master の管理
• ネットワーク インターフェイスの表示/設定
• ログの表示
• バージョンの表示
• パッチの適用
• root としてログイン
• アプライアンスのシャットダウン
• アプライアンスの再起動
• 終了します。
オーケストレーション ノードのシェル メニュー オプション
• ユーザの管理
• サービス ステータスの表示
• サービスの停止
• サービスの開始
• ネットワーク インターフェイスの表示/設定
• データ ソースの管理
• ログの表示
• バージョンの表示
• パッチの適用
• root としてログイン
• アプライアンスのシャットダウン
• アプライアンスの再起動
• 終了します。
次の表に、シェル メニューで使用できるすべてのメニュー項目に関する説明を示します。

（注）

一部のメニュー項目では、選択肢のリストが表示されることがあります。必要な選択肢が表示
されず、前のメニューに戻る場合は、Control キーを押した状態で C キー（Ctrl+C）を押しま
す。

Cisco Prime サービス カタログ 11.1.1 仮想アプライアンス クイック スタート ガイド
19

Prime サービス カタログのインストール
シェル メニューの起動

メニュー

説明

[ユーザの管理（Manage Users）]

このメニュー オプションでは、Linux のルート
へのアクセスを有効または無効にし、root ユー
ザのパスワードを設定できます。また、仮想ア
プライアンスのシステム パスワードを変更でき
ます。

[サービス ステータスの表示（Display Services
Status）]

このメニュー オプションは、Prime サービス カ
タログに関連する VM のすべてのサービスのス
テータス（動作中または停止）が表示されま
す。

サービスの停止

このメニュー オプションでは、Prime サービス
カタログ サービス、オーケストレーション サー
ビス、Prime サービス カタログ、Prime サービ
ス リンクなど、VM の個々のサービスを停止で
きます。

サービスの開始

このメニュー オプションでは、VM の個々の
サービスを開始できます。

[データベースの管理（Manage Databases）]

このメニュー オプションでは、データベースの
バックアップ、復元、以前のバージョンのPrime
サービス カタログ データベースのアップグレー
ド、データベースでのカスタム SQL の実行、
データ ソースの更新を行うことができます。

[ファイアウォールの管理（Manage Firewall）]

このメニュー オプションでは、特定のサービス
の TCP ポート番号を開閉します。

[Puppet Master の管理（Manage Puppet Master）] このメニュー オプションでは、Puppet Master の
証明書を表示できます。
[ネットワーク インターフェイスの表示/設定
（View/Configure Network Interface）]

このメニュー オプションでは、既存のネット
ワーク情報を表示し、プロキシ サーバを設定で
きます。
注：仮想アプライアンスにインターネット アク
セスは必要ありません。仮想アプライアンスで
インターネット アクセスを利用しようとすると
きに、ネットワークでインターネットに接続す
るためにプロキシ サーバを経由する必要がある
場合は、このメニューを使用して VM のプロキ
シを設定する必要があります。
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メニュー

説明

[SMTP の表示/設定（View/Configure SMTP）]

このメニュー オプションでは、SMTP サーバを
設定できます。

[ログの表示（View Logs）]

このメニュー オプションでは、VM のさまざま
なサービスのランタイム ログを表示できます。

[バージョンの表示（Show Version）]

このメニュー オプションは、Prime サービス カ
タログ製品および関連コンポーネントのバー
ジョン情報を表示します。

[パッチの適用（Apply Patch）]

このメニュー オプションでは、仮想アプライア
ンスのこのバージョン向けに今後パッチがリ
リースされたときに、アプライアンス用のパッ
チをインストールできます。

root としてログイン

このメニュー オプションでは、root ユーザとし
て Linux にログインできるようになります。最
初にシェル メニューの [ユーザの管理（Manage
Users）] オプションからルートへのアクセスを
有効にする必要があります。

[アプライアンスのシャットダウン（Shutdown
Appliance）]

このメニュー オプションは、Linux オペレー
ティング システムをシャットダウンして、VM
の電源をオフにします。

[アプライアンスの再起動（Reboot Appliance）] このメニュー オプションは、Linux オペレー
ティング システムを再起動します。
終了します。

このメニュー オプションは、Linux からログア
ウトして、Linux のログイン プロンプトを返し
ます。
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SMTP の設定
Prime サービス カタログ サービスはすべての送信電子メールで SMTP サーバに接続する必要があ
ります。SMTP サーバを設定するには：

ステップ 1

シェル メニューから [SMTP の表示/設定（View/Configure SMTP）] オプションを選択します。

ステップ 2

サブメニュー オプション [SMTP の設定（Configure SMTP）] を選択します。SMTP サーバの完全修飾ドメ
イン名（または IP アドレス）、および有効なサポート電子メール アドレスを入力するように求められま
す。Enter を押して SMTP の設定を続行します。

プロキシ サーバの設定値の設定
VM からインターネットへの接続をプロキシ サーバ経由にする必要がある場合、シェル メニュー
で次の手順を実行します。

ステップ 1

[ネットワーク インターフェイスの表示/設定（View/Configure Network Interface）] オプションを選択しま
す。

ステップ 2

サブメニュー オプション [プロキシの設定（Configure Proxy Settings）] を選択します。プロキシ サーバに
関するいくつかの質問が表示されます。システムは入力したプロキシ設定を使用するようアプライアンス
を再構成します。

ステップ 3

プロキシ設定を確認するには、サブメニュー オプション [プロキシ設定の表示（View Proxy Settings）] を
選択します。必要ない場合は、サブメニュー オプション [前のメニューに戻る（Return to Previous Menu）]
を選択して、メイン シェル メニュー画面に戻ります。
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Cisco ONE Enterprise Cloud Suite を使用した Prime サービ
ス カタログ仮想アプライアンスの設定
ステップ 1

サイト管理者として Prime サービス カタログにログインします。

ステップ 2

Service Link モジュールに移動して、UCSD エージェントが稼働中であることを確認します。

ステップ 3

[Service Designer] > [サービス（Services）] に移動します。

ステップ 4

[予約済みサービス（Reserved Services）] フォルダを展開し、[UCSD アプリケーション テンプレート サー
ビス（UCSD Application Template Service）] テンプレートをクリックします。

ステップ 5

[計画（Plan）] を選択して、[HeatTemplate を公開（Publish HeatTemplate）] タスクをクリックします。
下部のペインにタスクの詳細が表示されます。

ステップ 6

[全般（General）] タブで、ワークフロー タイプを選択し、[…] ボタンをクリックします。
ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7

公開キーを選択し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] に移動します。

ステップ 9

[UCSD スケジューラ（UCSD Scheduler）] オプションを有効にして、[更新（Update）] をクリックします。
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章

Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライ
アンスのアップグレード
11.0 から 11.1.1、および 11.1 から 11.1.1 にアップグレードできます。これら 2 つのアップグレー
ド パスだけがサポートされます。
Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライアンス 11.1.1 にアップグレードするには、インプレー
ス アップグレードではなく移行プロセスを実行する必要があります。これは、オペレーティン
グ システム、OpenStack、RabbitMQ、オーケストレーションなど、多数のサードパーティ製コン
ポーネントがバージョン 11.1.1 で変更されたためです。このため、既存の 11.0 または 11.1 の仮
想アプライアンスを移行する前に、新しい 11.1.1 の仮想アプライアンスを導入する必要がありま
す。Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライアンス 11.1.1 を導入する手順の詳細については、
「 Prime サービス カタログ仮想アプライアンスのインストール 」を参照してください。
ハイレベルでのアップグレード手順は次のようになります。
表 1：ハイレベルでのアップグレード手順

ステッ
プ1

UCS Director 自動ポーリング フラグを [管理（Administration）] > [設定（Settings）]
無効にします。この設定は、Primeサー に移動して、[UCSD スケジューラ（UCSD
ビス カタログ 11.0 または 11.1 仮想ア Scheduler）] オプションを無効にします。
プライアンスの設定で無効にする必要
があります。

ステッ
プ2

11.0 または 11.1 仮想アプライアンスの 「Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライ
データベースをバックアップします。 アンス 11.0 または 11.1 のデータベースのバッ
クアップ」を参照してください。

ステッ
プ 3：

新しい 11.1.1 仮想アプライアンスをイ 「 Prime サービス カタログ仮想アプライアン
ンストールします。
スのインストール 」を参照してください。
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ステッ
プ 4：

11.0 または 11.1 仮想アプライアンスか 「最新の仮想アプライアンスのデータベース
ら 11.1.1 仮想アプライアンスにデータ へのアップグレード」を参照してください。
ベースをアップグレードします。ス
テップ 2 のバックアップからデータ
ベースを手動でコピーするか、シェル
メニュー オプションを使用して、リ
モートの場所からコピーできます。

ステッ
プ 5：

アップグレード後の手順を実行して、 「仮想アプライアンスのアップグレード後の
アップグレード/移行プロセスを完了し タスクの実行」を参照してください。
ます。

• Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライアンス 11.0 または 11.1 のデータベースのバック
アップ, 26 ページ
• 最新の仮想アプライアンスのデータベースへのアップグレード, 27 ページ
• 仮想アプライアンスのアップグレード後のタスクの実行, 29 ページ

Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライアンス 11.0 ま
たは 11.1 のデータベースのバックアップ
ステップ 1

shelladmin ユーザとして、Prime サービス カタログ仮想アプライアンス 11.1 のインストール時に指定した
パスワードを使用してログインします。ログインすると、シェル メニューが表示されます。

ステップ 2

データベースをバックアップします。[データベースの管理（Manage Databases）] > [Prime サービス カタ
ログ データベースのバックアップ（Backup Prime Service Catalog Database）] を選択します。データベース
のバックアップを取得している間に、次の値に関するプロンプトが表示されます。
a) [続行しますか（Do you want to proceed）]：データベースのバックアップを続行するには、y と入力し
ます。
b) [Prime サービス カタログ データベースの管理者パスワード（Prime Service Catalog Database Administration
Password）]：データベースの管理者（Oracle system ユーザ）のパスワードを入力します。
最後のプロンプトの値を入力すると、VM は Oracle データベースをバックアップする一連のタスクを実行
します。このプロセスが完了するまでには数分かかります。バックアップが正常に実行されたことを示す
メッセージが画面に表示されるまで待ちます。バックアップが完了したら、すべての Prime サービス カタ
ログ サービスとオーケストレーション サービスを開始するかどうかが確認されます。11.0 仮想アプライ
アンスのサービスを開始できます。
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ステップ 3

データベースのバックアップが正常に行われたことを確認します。

ステップ 4

11.1 VA をインストールしたこのマシンの IP アドレスを取得します。シェル メニューから、[ネットワー
ク インターフェイスの表示/設定（View/Configure Network Interface）] > [ネットワークの詳細の表示（View
Network Details）] を選択します。

ステップ 5

root ユーザを有効にします。シェル メニューから、[ユーザの管理（Manage Users）] > [ルートへのアクセ
スの有効化（Enable Root Access）] を選択します。

ステップ 6

root ユーザとしてログインします。シェル メニューから [ルートとしてログイン（Login as Root）] オプ
ションを選択します。

ステップ 7

バックアップ ファイルの名前を変更します。
a) 次のコマンドを実行して、Oracle のバックアップ ディレクトリにアクセスします。
cd /opt/cisco/.backups/oracle/cpscuser

b) 次のコマンドを実行して、バックアップ ファイルの名前を変更します。
mv CPSCUSER_backup_<timestamp>.dmp CPSCUSER_11.1_backup.dmp

次の作業
11.1.1 仮想アプライアンスをインストールします。詳細については、「 Prime サービス カタログ
仮想アプライアンスのインストール 」を参照してください。

最新の仮想アプライアンスのデータベースへのアップグ
レード
はじめる前に
• データベース ノードで root ユーザが有効になっていることを確認します。シェル メニュー
から、[ユーザの管理（Manage Users）] > [ルートへのアクセスの有効化（Enable Root Access）]
を選択します。
• 古いデータベース ファイルがバックアップされていることを確認します。古いデータベース
のバックアップの詳細については、「Cisco Prime サービス カタログ仮想アプライアンス 11.0
または 11.1 のデータベースのバックアップ」を参照してください。
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（注）

分散タイプの設定時には、データベース ノードでのみこれらの手順を実行す
る必要があります。

ステップ 1

shelladmin ユーザとして、Prime サービス カタログ仮想アプライアンス 11.1.1 のインストール時に指定し
たパスワードを使用してログインします。ログインすると、シェル メニューが表示されます。

ステップ 2

[データベースの管理（Manage Databases）] > [Prime サービス カタログ データベースの以前のバージョン
のアップグレード（Upgrade Previous Version of Prime Service Catalog Database）] を選択します。次の値に
関するプロンプトが表示されます。
a) [続行しますか（Do you want to proceed）]：データベースのアップグレードを続行するには、y と入力
します。
b) [データベース ファイルを取得する場所を選択する（Select the location from where the database file should
be retrieved）]：データベースをバックアップから手動でコピーするか、シェル メニュー オプションを
使用して、リモートの場所からコピーできます。システムにリモート マシンからデータベース ファイ
ルをコピーする場合は、[リモート（remote）] を選択します。ある場所からローカル フォルダにデー
タベースを手動でコピーするには、[ローカル（local）] を選択します。手動でコピーするには、この
[Prime サービス カタログ データベースの以前のバージョンのアップグレード（Upgrade Previous Version
of Prime Service Catalog Database）] シェル メニューを使用して続行する前に、11.1.1 仮想アプライアン
スで次を実行します。
1 11.1.1 仮想アプライアンスで root ユーザとしてログインします。
2 次のコマンドを実行して、Oracle のバックアップ ディレクトリに移動します。
cd /opt/cisco/.backups/oracle/cpscuser

3 次のコマンドを実行して、前の仮想アプライアンスから新しい 11.1.1 仮想アプライアンスにバック
アップ ファイルをコピーします。
scp root@{IP_of_11.1_VA}:/opt/cisco/.backups/oracle/cpscuser/CPSC_11.1_backup.dmp .

4 バックアップ ファイルの所有権とアクセス許可を変更します。
chown oracle.oracle CPSCUSER_11.0_backup.dmp
chmod a+r CPSCUSER_11.0_backup.dmp

[リモート（remote）] オプションを選択した場合は、次のオプションが表示されます。
1 データベースのバックアップ ファイルを取得できる仮想アプライアンス ノードの IP アドレスを入
力します。
2 仮想アプライアンス ノードのルート パスワードを入力します。
3 バックアップ ファイルのリストからデータベースのバックアップ ファイルを選択します。
ステップ 3

データベースのアップグレードが正常に行われたことを確認します。
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次の作業
アップグレード後の手順を実行して、アップグレード/移行プロセスを完了します。詳細について
は、「仮想アプライアンスのアップグレード後のタスクの実行」を参照してください。

仮想アプライアンスのアップグレード後のタスクの実行
ステップ 1

サイト管理者ユーザとしてサービス カタログ アプリケーションにログインします。

ステップ 2

[管理モジュール（Administration module）] > [接続の管理（Manage Connections）] > [Puppet] の順に選択し
て、Puppet Master の新しい接続を追加するか、既存の接続を変更します。
• [名前（Name）] =「PuppetMaster」
• [ホスト名（Host name）] = 11.1.1 仮想アプライアンスの Puppet Master サーバのホスト名
• [プロトコル（Protocol）] = http
• [ポート（Port）] = 4433
• [ユーザ名（Username）] = pmadmin
• [パスワード（Password）]
• [エンド ポイント API（End Point API）] = /classifier-api/v1

ステップ 3

UCSD のユーザ、グループ、インフラストラクチャ テンプレート、コンテナを更新します。
a) [管理モジュール（Administration module）] > [接続の管理（Manage Connections）] > [UCS Director] の順
に選択します。
b) [接続とインポート（Connect and Import）] オプションを使用して、UCSD サーバを選択してデータを
Prime サービス カタログにインポートします。

ステップ 4

新しい 11.1 仮想アプライアンスの公開キーの値を更新します。
a) [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [AMQP] ページに移動します。
b) 分散設定では、[AMQP ホスト（AMQP Host）] をオーケストレーション ノードの IP アドレスに変更し
ます。
c) AMQP のポート タイプが SSL でない場合は、[AMQP のポート タイプ（AMQP Port Type）] を SSL に
変更し、SSL 証明書を追加します。SSL 証明書を追加するには、次の手順を実行します。
1 root ユーザとしてオーケストレーション ノードにログインします。
2 /etc/rabbitmq/certs/cacert.pem ファイルを開き、値全体をコピーします。
3 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [AMQP] で、[証明書の追加/編集（Add/Edit Certificate）]
をクリックします。ルート CA 証明書に、前の手順でコピーした値を入力します。
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d) [AMQP の公開キー（AMQP Public Key）] ドロップダウン オプションから、既存の公開キーを選択し、
既存のキーを新しいモジュラスと新しい指数値に変更します。新しい値を取得するには、次の手順を
実行します。
1 オーケストレーション ノードに root ユーザとしてログインし、/etc/psc/lock/publickey.xml ファイル
を開きます。
2 <modulus> と </modulus> の間のテキストをコピーし、[モジュラス（Modulus）] フィールドにこの
値を入力します。
（注）

モジュラス値を入力する前に、コピーしたテキストの間のスペースを削除しま
す。

3 <exponent> と </exponent> の間のテキストをコピーし、[指数（Exponent）] フィールドにこの値を入
力します。
4 [保存（Save）] をクリックします。
5 GUID の値をコピーします。
6 [AMQP の公開キー（AMQP Public Key）] フィールドでは、上記の手順で変更しているキーを選択
し、[更新（Update）] キーをクリックします。
7 [AMQP 接続のテスト（Test AMQP Connection）] をクリックして、接続が成功したことを確認しま
す。
e) オーケストレーション ノードの GUID 値を更新します。更新するには、次の手順に従います。
1 root ユーザとしてオーケストレーション ノードにログインします。
2 /etc/heat/server.json ファイルを編集します。
3 UUID をステップ d5 でコピーした GUID に置き換えます。
ステップ 5

オーケストレーション サービスを再起動します。サービスを開始するには、次の手順を実行します。
1 shelladmin ユーザとしてオーケストレーション ノードにログインします。この操作は、vSphere クライ
アントの VM コンソール、またはオーケストレーション VM の IP アドレスへの SSH 接続を使用して
実行できます。
2 ログイン プロンプトで、ユーザ名に shelladmin と入力し、パスワードの値を入力します。
3 オーケストレーション ノード シェル メニュー オプションから、オプション 3 を選択して最初にサー
ビスを停止し、次にオプション 4 を選択します。

ステップ 6

オーケストレーション ノードに root ユーザとしてログインし、オーケストレーションが AMQP ノードに
接続されていることを確認します。これを確認するには、次の手順を実行します。
1 オーケストレーション ノードで、/etc/psc/orchestration/orchestration_log_config.json ファイルにアクセス
します。
2 ログ ファイルで、パラメータ値 "level":"DEBUG" を変更します。
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ステップ 7

11.0 のすべてのアプリケーション サービスを再構築します。
a) サイト管理者ユーザとして Prime サービス カタログにログインします。
b) スタック デザイナ モジュールにアクセスします。
c) アプリケーション テンプレートを選択し、[サービスの編集（Edit Services）] をクリックします。
d) サービスを構築して保存します。
11.0 からアップグレードしたすべてのアプリケーション テンプレートについて、同じ手順を繰り返しま
す。

ステップ 8

（オプション）この手順は 11.0 で Docker アプリケーションを使用していた場合にのみ適用できます。アッ
プグレード後、Docker ソフトウェアでアプリケーション テンプレートを選択し、ソフトウェアをクリッ
クして次の手順を実行します。
1 Docker のバージョンを 1.4.1 から最新バージョンに変更します。
2 Docker レジストリをプライベート レジストリまたはパブリック Docker ハブに設定します（例：
https://hub.docker.com/login/）。
3 RegistryUsername、RegistryPassword、および RegistryUserEmail の値を入力します。
4 Docker の設定を更新した後で、[保存（Save）] をクリックします。
5 Docker アプリケーション サービスを再構築します。
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Prime サービス カタログのアンインストー
ル
• 仮想アプライアンスの削除, 33 ページ

仮想アプライアンスの削除
ステップ 1

vSphere クライアントにログインし、VMware vCenter Server に接続します。

ステップ 2

Prime サービス カタログの仮想アプライアンスを右クリックし、[電源（Power）] > [ゲストのシャットダ
ウン（Shut Down Guest）]（または [パワー オフ（Power Off）]）を選択します。

ステップ 3

VM を削除するには、Prime サービス カタログ仮想アプライアンスを右クリックして、[ディスクから削除
（Delete from Disk）] オプションを選択します。
Prime サービス カタログ仮想アプライアンスが削除されます。
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制限事項
• Firefox ESR 31.x ブラウザの追加設定 , 35 ページ
• HTTP サーバの構成, 36 ページ

Firefox ESR 31.x ブラウザの追加設定
Firefox ESR 31.x ブラウザを使用して、Prime サービス カタログの URL への接続に問題がある場合
は、この項の説明に従って Firefox の構成時の設定を行う必要があります。

ステップ 1

Firefox を起動します。

ステップ 2

アドレス フィールドで、about:config と入力します。

ステップ 3

[細心の注意を払って使用する（I'll be careful, I promise!）] をクリックして続行します。

ステップ 4

検索ボックスに tls と入力します。

ステップ 5

次の設定パラメータを必要に応じて変更します。
security.tls.version.max = 3
security.tls.version.min = 1
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.max = true
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.min = true
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ステップ 6

[ツール（Tools）] > [オプション（Options）] メニュー（Mac オペレーティング システムの場合は [Firefox
（Firefox）] > [設定（Preferences）]）を選択します。

ステップ 7

[詳細（Advanced）] をクリックします。

ステップ 8

[証明書（Certificates）] タブを選択します。

ステップ 9

[証明書を表示（View Certificate）] をクリックします。

ステップ 10 [認証局（Authorities）] タブを選択します。
ステップ 11 [Cisco] または [Cisco Systems, Inc.] というセクションが表示されるまで下にスクロールします。
ステップ 12 [Cisco] または [Cisco Systems, Inc.] セクションの下にあるすべての証明書を選択して、[削除（Delete）] を
検索します。
ステップ 13 確認プロンプトで、[OK] をクリックします。
ステップ 14 [OK] をクリックして [証明書マネージャ（Certificate Manager）] ポップアップを閉じます。
ステップ 15 [OK] をクリックして、[オプション（Options）] ポップアップを閉じます。
これで、Firefox ESR 31.x を使用して、Prime サービス カタログの HTTPS URL にアクセスできます。

HTTP サーバの構成
仮想アプライアンスの HTTP サーバの mod_evasive モジュールは、実セッションで 403 Forbidden
エラーを引き起こす、過度の DDOS 対策を防止する目的で、デフォルトでは無効になっていま
す。これを有効にしようとするユーザは、HTTP サーバ用にこのモジュールを調整する方法を調
査し、理解する必要があります。
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