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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。 

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につき
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本書の内容 
このマニュアルでは、Cisco UCS® Director 4.1 を使用して運用管理を簡素化することにより、FlexPod 

Express の価値を高める方法について説明します。仮想マシンのセルフサービス ポータルの導入例を挙げ、

レポート機能と管理機能の使用方法についても説明します。 

Cisco UCS Director により、統合されたコンバージド インフラストラクチャ管理が実現し、コンピューティ

ング、ネットワーキング、仮想化、ストレージのリソースを単一の Web インターフェイスから管理できるよ

うになります。Cisco UCS Director では、セルフサービス ポータル、ベアメタル導入、サービス カタログ、

オーケストレータ、リソース管理などの機能により、小規模クラウド データセンターやエンタープライズ ク

ラウド データセンターの日常的な運用管理が統合されます。 

このマニュアルでは次のことについて説明します。 

● セルフサービス ポータルにより、仮想マシン導入をエンド ユーザに任せる方法 

● 単一のツールを使用し、FlexPod Express コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングのリ

ソースをモニタ、管理する方法 

● 仮想マシンのチャージバックを追跡する方法 

Cisco UCS C220 M3 ラック サーバの利点  

  

新しい Cisco® UCS C220 M3 ラック サーバ（1 ラック ユニット（1RU））により、広範なビジネスのワーク

ロードで優れたパフォーマンスと密度が実現します。エンタープライズクラスの Cisco UCS C220 M3 サーバ

では、Intel® Xeon® プロセッサ E5-2600 および E5-2600 v2 製品ファミリの追加によって Cisco® ポートフォ

リオの機能がさらに拡張され、パフォーマンスと効率の大幅な向上が実現します。Cisco UCS C シリーズ 

ラック サーバの管理とモニタには、Cisco Integrated Management Controller（IMC）を使用します。Cisco 

IMC では、Web GUI、コマンドライン インターフェイス（CLI）、インテリジェント プラットフォーム管理イ

ンターフェイス（IPMI）などのオプションが、タスクの管理とモニタのために用意されています。この機能

は Cisco IMC に組み込まれており、サーバの導入とリモート管理を簡素化でき、高価な IP キーボード、ビデ

オ、マウス（KVM）コンソール ソリューションが別途必要となることはありません。このサーバは、Cisco 

Nexus® ファミリ スイッチおよび NetApp FAS 2200 シリーズ ストレージとともに、管理が簡単なクラウド 

ソリューションを提供します。 
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このソリューションで対処する課題  
このマニュアルで提示するソリューションでは現実の課題を取り上げ、管理者が Cisco UCS Director と 

FlexPod Express を使用してこの問題に対処する方法について説明します。 

課題  
このソリューションで対処する必要がある課題は次のとおりです。 

● エンジニアリング チームと品質保証（QA）チームは、Microsoft Windows アプリケーションのソフト

ウェア インストールをテストして問題の解決を確認するため、仮想マシンを必要としています。現在

の IT サポート チケット処理には、仮想マシンの要求ごとに 24 ～ 72 時間かかっています。エンジニ

アリング チームは仮想マシンの導入を迅速にする必要があります。 

● エンジニアリング チームは、問題を確認する数時間のためだけに仮想マシンを必要とすることが多い

のですが、タスクが完了した後で仮想マシンを削除できません。これが原因で、エンジニアリング 

チームではリソースが不足します。エンジニアリング チームは、不要な仮想マシンを迅速に削除して

リソースを解放する必要があります。 

● IT 部門の課題は、仮想マシンとストレージの使用量を測定して要求に応えることです。IT 部門には、

予測を適切にするため、Microsoft Windows Active Directory のユーザ グループごとにチャージバック

の正確なレポートが必要です。 

  

注意：社内の部署は、独自の高価なソリューションを導入、管理してこのような課題を解決することが多く、

このために社内リソースの使用効率が下がり、リソースが重複することがあります。FlexPod Express および 

Cisco UCS Director では、このような課題とその他の一般的な課題を解決し、資金を節約してソリューショ

ンを簡素化することができます。 

ソリューションの提案  
どのようなソリューションでも、次のような質問から始める必要があります。何をもって成功とするのか。そ

の成功をどのように測ればよいのか。IT 部門はこの質問に答えて、導入が簡単でトラッキング データを提供

するセルフサービス ポータルを提案しています。IT 部門は、Cisco UCS Director セルフサービス ポータルと

ともに FlexPod Express を導入することをエンジニアリング チームに提案しています。 

● IT 部門はこのソリューションにより、Web ベースのセルフサービス ポータルを作成でき、エンジニア

リング チームが必要に応じて独自の仮想マシンを導入できるようにします。このプロセスには、2 日

かかる現在のプロセスとは異なり、数分しかかからず、エンジニアリング チームはメモリと CPU の

リソースをオンデマンドでカスタマイズできます。IT 部門は、エンジニアリング チームが終了後に仮

想マシンの電源を切って仮想マシンを削除できるようにして、リソースを有効活用することも可能で

す。Cisco UCS Director ポータルはポリシー ベースなので、IT 部門がカスタマイズ済みの仮想マシン

の導入オプションをさらに提供するためにオーバーヘッドがかかることはありません。 

● Cisco UCS Director はコスト トラッキング機能とチャージバック機能を IT 部門に提供するので、ソ

リューションは測定可能です。この機能により、関係者全員がリソース割り当てを適切に計画できる

ようになり、新規購入の正当性を示すことができるようになります。 
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IT 部門は、FlexPod Express 導入による、シンプルでプロアクティブな管理の単一のダッシュボードビューを

通して、VMware、コンピューティング、ストレージ、ネットワークのリソースなど、すべての FlexPod 

Express リソースの簡素なレポートと管理につなげることができます。 

デザインの概要   
このマニュアルで使用する FlexPod Express デザイン（図 1）は、物理レベルでは、2 台の Cisco Nexus 

3048 スイッチ、2 台の Cisco UCS C220 M3 ラック サーバ、NetApp FAS2200 ストレージ コントローラ高可

用性ペアから構成されています。シスコ ユニファイド ファブリック ポートフォリオの一部である Cisco 

Nexus 3048 スイッチは、1 ギガビット イーサネットのトップオブラック（ToR）スイッチであり、フォーム 

ファクタはコンパクトな 1RU です。データセンター クラスの Cisco NX-OS ソフトウェア オペレーティング 

システムで、ワイヤレートのレイヤ 2 およびレイヤ 3 スイッチングが実現します。Cisco UCS C シリーズ 

ラック サーバでは業界標準のフォーム ファクタでユニファイド コンピューティングが実現し、総所有コスト

（TCO）が下がって俊敏性が上がります。NetApp Clustered Data ONTAP では、ユニファイド ストレージ

（SAN およびネットワーク接続ストレージ（NAS）の両方）、統合データ保護、効率の高いストレージ、中断

しない運用、簡素な管理など、NetApp から期待されるすべてのエンタープライズ機能が実現します。このプ

ラットフォームは基礎から冗長性をもって設計されており、ポッドを構成するネットワーキング、コン

ピューティング、ストレージのコンポーネントの信頼性が確保されます。 

図 1.    FlexPod Express：小規模構成  

  
  

論理レベルでは、管理者は Cisco UCS Director によってハードウェア スタック全体に接続し、単一の安全な

クラウド コンテナとしてハードウェア スタックを管理できます（図 2）。 
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図 2.      

  
  

前提条件  
このマニュアルでは、FlexPod Express with NetApp Clustered Data ONTAP の NetApp テクニカル レポート

（http://www.netapp.com/us/media/tr-4261.pdf）で説明されている導入手順を実行していることが想定されて

います。 

ここにリストされている一般的なコア サービスはサンプル テスト環境で有効になっていたため、このマニュ

アルの手順を実行する際にも必要です。Cisco UCS Director は柔軟であるため、必要に応じて Microsoft 

Windows Active Directory の代わりにローカル アカウントを使用し、Domain Host Configuration Protocol

（DHCP）を使用せずに導入を実現できますが、このマニュアルで説明する導入ではこれらのテクノロジーを

使用します。 

このマニュアルで説明する導入の前提条件は次のとおりです。 

● NetApp Web サイトの最新 NetApp テクニカル レポートで説明されているとおりに FlexPod Express 
を導入する。 

● Active Directory インフラストラクチャを動作させる。 

● エンド ユーザが仮想マシンなどのリソースにアクセスできるようにネットワークがルーティング可能

である。 

● DHCP が仮想マシン用にセットアップされている（容易な管理のため）。 

● オプション：Microsoft Windows Active Directory ログインのために VMware vCenter Server が構成さ

れている。 

● Microsoft Windows 2008 VMware テンプレート（NetApp テクニカル レポートで説明されているとお

りにすでに作成されている）。 

● 簡易メール転送プロトコル（SMTP）メール サーバがステータス電子メール用にアクセスできる。 

http://www.netapp.com/us/media/tr-4261.pdf
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● 推奨：Microsoft Windows Active Directory のテスト グループとテスト ユーザのアカウントがあり、テ

ストのために顧客としてログインできる（このマニュアルでは Microsoft Windows グループ eng およ

びそのグループのユーザ enguser を使用し、セルフサービス ポータルで仮想マシンを作成する）。 

  
導入例で使用する設定値は表 1 のとおりです。 

表 1.  導入例で使用する設定値  
項目  導入例の値  お客様独自の設定値  

ドメイン  PPT.LAB.CISCO.COM    

ドメイン管理者  PPT\1    

SMTP サーバ  Mailhost.PPT.LAB.CISCO.COM    

Cisco IMC の IP アドレス  10.29.130.131 および .132    

VMware vCenter の IP アドレス  10.29.130.149    

VMware vCenter のログイン  PPT\1    

管理者の電子メール アドレス  1@PPT.LAB.CISCO.COM    

Cisco UCS Director ライセンス  営業チームが提供    

ドメイン ネーム システム（DNS）サーバの IP アドレス  10.29.130.112    

Cisco UCS Director の IP アドレス  10.29.130.173    

Cisco UCS Director のネットマスク  255.255.255.0    

Cisco UCS Director の IP ゲートウェイ  10.29.130.1    

NetApp クラスタの IP アドレス  10.29.130.101    

Cisco Nexus 3048 の IP アドレス  10.29.130.106 および 107    

Microsoft Windows Active Directory グループ   Eng    

Microsoft Windows Active Directory テスト ユーザ   Enguser    
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Cisco UCS Director のインストールと設定   
Cisco UCS Director はインストールと設定が簡単にできるように設計されているので、数時間でポータルを動

作させてアプリケーションを使えるようにすることができます。この項では、ライセンスを適用してハード

ウェア リソースを追加する方法、および Microsoft Active Directory のユーザとグループを追加する方法につ

いて説明します。 

OVF セットアップの実行  
標準の OVF テンプレートを使用し、Cisco UCS Director を 64 ビット アプライアンスとしてインストールし

ます。 

1. Cisco UCS Director VMware OVF テンプレートを 

http://software.cisco.com/cisco/pub/software/portal/select.html?&i=!m&mdfid=284775897 からダウンロー

ドします。 

2. FlexPod Express の VMware vSphere クライアントを開きます。 

3. [ファイル] > [OVF テンプレートの導入] の順に選択し、[参照] をクリックして、ダウンロードした Cisco 

UCS Director OVF ファイルの保存場所を指定します。 

 
  

4. OVF ファイルを選択し、[開く]、[次へ] の順にクリックします。 

5. [OVF テンプレートの詳細] ページで [次へ] をクリックします。 

6. エンドユーザ ライセンス契約書（EULA）の条件を読み、[承諾]、[次へ] の順にクリックします。 

7. CUCSD-4.1.0.0 を仮想マシン名として残し、[FlexPod Express データセンター] をインベントリの場所と

して選択して [次へ] をクリックします。 

8. FlexPod Express クラスタを選択し、[次へ] をクリックします。 

9. ストレージの場所に [データストア infra_datastore_1] を選択し、[次へ] をクリックします。 

http://software.cisco.com/cisco/pub/software/portal/select.html?&amp;i=!m&amp;mdfid=284775897
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10. [ディスクフォーマット] ページで [次へ] をクリックします。 

11. 宛先ネットワークとして [MGMT-Network] を選択し、[次へ] をクリックします。 

  
  

12. [IP 割り当て] ページで DHCP を選択したままにして [次へ] をクリックします。 

13. [終了] をクリックします。インポート処理が始まり、インポート処理の経過が画面に表示されます。 

14. この工程の完了後、[閉じる] をクリックします。 



  
 

  
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 本書はシスコ パブリック（Cisco Public）です。 ページ 10 / 93 

初期セットアップの実行  
この項では、Cisco UCS Director 仮想マシンを VMware で構成します。 

1. 新しく作成した仮想マシン用に予約したリソースをアップグレードする必要があります。Cisco UCS 

Director 仮想マシンを右クリックし、[設定の編集] を選択します。 
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2. [リソース] タブを選択します。 

3. [CPU] を選択して [予約] の値を 4000 MHz に変更してから、[メモリ] を選択して [予約] の値を 4000 MB 

に変更します。 

 
  

4. [オプション] タブをクリックし、[VMware ツール] を選択します。[ゲストの時間をホストと同期] を選択

し、[OK] をクリックします。変更が保存されます。 
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5. CUCSD-4.1.0.0 仮想マシンを右クリックし、[電源] > [電源オン] の順に選択します。 

6. CUCSD-4.1.0.0 仮想マシンを右クリックし、Cisco UCS Director を構成するために [コンソールを開く] 

を選択します。初回起動スクリプトの実行を待機してください。IP の構成を支援します。 

 
  

7. 「静的 IP を構成しますか」には、No という意味の n を入力します。IP は起動完了後に構成します。起動

プロセスには数分かかります。 

8. 起動完了後、ログイン画面が表示されます（このサブネットで DHCP を実行している場合は、DHCP が

割り当てたアドレスが存在することがあります）。Enter キーを押して [ログイン] を選択します。

shelladmin としてログインし、パスワード changeme を使用します。 
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9. ネットワーク インターフェイスを構成するため、「選択」プロンプトに 14 と入力します。 

 
  

10. 「DHCP/静的 IP を構成しますか」に、静的の意味の s を入力します。 

11. 構成するインターフェイスとして Eth0 を入力します。 

12. eth0 に静的 IP を構成するかどうかに関する質問に答えて y を入力します。 

13. IP、ネットマスク、ゲートウェイ、DNS サーバ アドレスを入力します。 
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14. 情報を確認し、y を入力して続行します。 

15. Enter キーを押してメニューに戻り、1 を入力してパスワードを変更します。 

  

16. Enter を押してメイン メニューに戻ります。 

17. 26 を入力して終了します。 

18. Web ブラウザで接続するために URL を書き留めます。 
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19. オプション：一部のブラウザでは、正しく表示するために信頼済みサイトに Web URL を追加しなければ

ならないことがあります。ブラウザを開き、Cisco UCS Director の URL を入力します。たとえば、[ツー

ル] > [インターネット オプション] の順に選択して、[セキュリティ] タブをクリックします。[信頼済みサ

イト] を選択して [サイト] をクリックし、Cisco UCS Director システムのアドレスを追加してください。

次に [追加] をクリックして [閉じる] をクリックします。F5 キーを押します。ブラウザの表示が更新され

ます。 
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20. FlexPod Express をサポートするには、Cisco UCS Director リリース 4.1.0.2 以降が必要です。ソフト

ウェアを更新するには、http://www.cisco.com から最新のパッチをダウンロードします。 

21. アップグレードのインストールに使用する FTP または HTTP のサーバにソフトウェア パッチを置きます。 

注意：仮想マシンのスナップショットを撮ってからアップグレードを始めてください。 

22. VMware VSphere クライアントまたは SSH クライアントで shelladmin として Cisco UCS Director コン

ソールにログインし、3 を入力してサービスを停止します。y を入力して確定します。 

  

http://www.cisco.com/
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23. 2 を入力してサービスのステータスを表示し、すべてのサービスが停止していることを確認します。 

24. 仮想マシンのスナップショットを保存していないは、オプションで 7 を入力してデータベースをバック

アップします。 

25. 19 を入力してパッチを適用し、ZIP ファイルのフル パスを入力してから y を入力して確定します。 
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26. ダウンロード処理とインストール処理の完了を待ち、Enter キーを押してメイン画面に戻ります。4 を入

力してサービスを再起動します。2 を入力すると、サービスの再起動ステータスを確認できます。 
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27. すべてのサービスの再起動後、11 を入力して新しいバージョンを表示します。 
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管理者アカウントの設定   
1. 割り当てた IP アドレスを使用し、Cisco UCS Director システムの URL に接続します。たとえば、

https://10.29.100.179:443/ に接続します。 

2. ユーザ名 admin およびパスワード admin を入力し、[ログイン] をクリックします。 

  

3. [OK] をクリックし、ログイン プロファイルのポップアップ情報メッセージを一時的に無視します。 

4. メニュー バーの [管理] をクリックし、[ユーザとグループ] を選択します。 

  

https://10.29.100.179/
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5. [ログインユーザ] タブをクリックして管理者を選択し、[パスワードの変更] をクリックします。新しいパ

スワードを入力し、[保存]、[OK] の順にクリックします。 

  

6. 管理者が選択されていることを確認し、[編集] をクリックします。 
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7. ユーザの電子メール アドレスを入力し、[保存]、[OK] の順にクリックします。 

  

8. [管理] を選択してから [システム] を選択します。 
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9. [電子メール設定] タブをクリックします。 

  

10. SMTP サーバの IP アドレスを入力します。DNS を動作させている場合はホスト名を入力します。 

11. 正しい SMTP ポートを入力します（デフォルトは 25）。 

12. 発信電子メールの送信者アドレスを入力します。 

13. Cisco UCS Director サーバのサーバ IP アドレスを入力します。 

14. [テストメールの送信] を選択します。 

  

15. テスト メール アドレスを入力します。 

16. [保存] ボタンをクリックし、「メール設定が正常に更新されました。テストメールが正常に送信されまし

た」というメッセージを受信したことを確認します。次に [OK] をクリックします。 
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ライセンスのインストール   
提供されたライセンス ファイルごとに、この処理を繰り返してください。 

1. [管理] > [ライセンス] の順に選択してから [ライセンスキー] タブを選択して [ライセンスの更新] をクリッ

クし、ライセンスをインストールします。 

  

2. [参照] をクリックし、シスコから受け取ったライセンス ファイルを選択します。ファイルを選択し、[開

く]、[アップロード] の順にクリックします。 
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3. アップロード完了のメッセージを受信したら、[OK]、[送信] の順にクリックします。 

4. [ライセンスキー] タブを選択して [更新] をクリックし、最低でもベース ライセンスがあり、FlexPod 

Express ライセンスがインストールされていることを確認します。 

  

コンバージド ポッドの作成   
ポッドとは、まとめて管理できる物理リソースと仮想リソースの集合のことです。サイトとポッドを作成し、

FlexPod Express リソースをそこに含めます。 

1. [管理] > [物理アカウント] の順に選択してから [サイト管理] タブを選択し、サイト名を追加します。 
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2. [追加] をクリックしてサイト名と連絡先名を入力し、[送信] をクリックします。アイテムが正常に追加さ

れたというメッセージの確認後、[OK] をクリックします。 

  

3. メイン メニューから [統合基盤] を選択し、[追加] をクリックします。 

  



  
 

  
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 本書はシスコ パブリック（Cisco Public）です。 ページ 27 / 93 

4. ポッド名とサイトを入力し、ライセンスに応じて [FlexPod Express 中] または [FlexPod Express 小] を選

択します。[追加] をクリックします。 
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NetApp ストレージの追加   
この手順では、NetApp 物理リソースをコンバージド ポッドに追加する方法について説明します。Cisco UCS 

Director では、このリソースのレポートと管理ができます。 

1. [管理] > [物理アカウント] の順に選択します。 

  

2. [追加] をクリックします。 

  
3. 前の項で作成したポッドの名前を選択します。 

4. [カテゴリタイプ] に [ストレージ] を選択します。 

5. [アカウントタイプ] に [NetApp ONTAP] を選択します。 
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6. [アカウント名] に Data ONTAP のクラスタ名を入力します。 

7. [サーバのアドレス] に Data ONTAP クラスタの IP アドレスを入力します。 

8. [ユーザ ID] に Data ONTAP クラスタの管理者 ID を入力します。 

9. [パスワード] に Data ONTAP クラスタのパスワードを入力します。 

10. [通信タイプ] に https を選択します。 

11. [説明]、[連絡先の電子メール]、[ロケーション]、[サービスプロバイダー] の各フィールドに詳細を任意に

入力します。 

12. [追加] をクリックし、次に [OK] をクリックします。 

13. アカウントの追加後、新しく追加したアカウントをリストから選択し、[テスト接続] をクリックします。 

  

14. 「接続に成功しました」というウィンドウが表示されます。[閉じる] をクリックします。 
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Cisco Nexus スイッチの追加  
この項では Cisco スイッチをポッドに追加します。2 台の Cisco Nexus 3048 スイッチの両方にこの手順を繰

り返してください。 

1. [管理] > [物理アカウント] の順に選択します。 

  

2. [マネージドネットワーク要素] タブをクリックします。 
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3. [ネットワーク要素の追加] をクリックします。 

  

4. 作成したポッドを選択します。 

5. [デバイスカテゴリ] に [Cisco Nexus OS] を選択します。 

6. [デバイス IP] にスイッチ管理 IP ドレスを入力します。 

7. [プロトコル] に [SSH] を選択します。 

8. [ポート] に 22 と入力します。 

9. [ログイン] に admin と入力します。 

10. [パスワード] にスイッチ管理者のパスワードを入力します。 

11. [パスワードの有効化] フィールドに、再度パスワードを入力します。 

12. [送信] をクリックします。 

注意：この操作の完了には数分かかることがあります。 
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13. アカウントの追加後、もう 1 台のスイッチに同じ処理を繰り返します。 

14. 新しく追加したスイッチを選択し、[テスト接続] をクリックします。[閉じる] をクリックします。 

  

Cisco UCS C220 サーバの追加  
ここでは、Cisco IMC 管理 IP アドレスを使用して、すべての Cisco UCS C220 を追加します。 

1.  [管理] > [物理アカウント] の順に選択し、[物理アカウント] タブをクリックします。 
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2.  [追加] をクリックします。 

  

3. 作成した FlexPod Express ポッドを選択します。 

4. [カテゴリタイプ] に [コンピューティング] を選択します。 

5. [アカウントタイプ] に [Cisco ラックサーバ(CIMC)] を選択します。 

6. [アカウント名] に Cisco サーバのホスト名を入力します。 

7. [サーバのアドレス] に Cisco IMC の IP アドレスを入力します。 

8. [ユーザ ID] に CIMC 管理者アカウントを入力します。 

9. [パスワード] に Cisco CIMC パスワードを入力します。 

10. [通信タイプ] に https を選択します。 

11. [ポート] に 443 と入力します。 

12. オプションで説明および連絡先の電子メール アドレスを追加します。 

13. [追加] をクリックし、次に [OK] をクリックします。 
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14. アカウントの追加後、新しく追加したアカウントを下のパネルの Cisco サーバのリストから選択し、[テ

スト接続] をクリックします。[閉じる] をクリックします。 

  

VMware 仮想アカウントの追加  
この項では、VMware vCenter サーバをコンバージド ポッドに追加し、Cisco UCS Director で VMware イン

フラストラクチャを管理できるようにします。 

1.  [管理] > [仮想アカウント] の順に選択し、[仮想アカウント] タブをクリックします。 

  
2.   [追加] をクリックします。 



  
 

  
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 本書はシスコ パブリック（Cisco Public）です。 ページ 35 / 93 

3. [クラウドの追加] ポップアップ メニューで、クラウド タイプとして VMware を選択します。 

  

4. クラウド タイプとして VMware を選択すると、[クラウドの追加] 画面が表示されます。 

  

5. クラウド名（expresscloud など）を入力します。 

6. [サーバのアドレス] に VMware vCenter の IP アドレスを入力します。 

7. [サーバのユーザ ID] に VMware vCenter の管理者ログイン アカウントを入力します。 

8. [サーバのパスワード] に VMware vCenter の管理者パスワードを入力します。 

9. [サーバアクセスポート] の設定はそのまま残し、[サーバアクセス URL] を /sdk に設定します。 

10. [ポッド] には、作成したポッドの名前（FlexPod Express など）を入力します。 

11. [追加] をクリックします。 
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12. Cisco UCS Director が VMware vCenter オブジェクトのクエリーを完了して、接続ステータスが [成功] 

に変わるまでに数分かかることがあります。この処理の完了後、アカウントを選択して [テスト接続] を

クリックします。[閉じる] をクリックします。 

LDAP およびローカル ユーザでのユーザ ログインの設定   
Cisco UCS Director では、ローカル アカウントを使用するか Microsoft Active Directory と統合することがで

きます。この例では、Microsoft Active Directory と統合して、Eng ドメイン グループのすべてのメンバーが新

しいユーザ アカウントを作成せずに仮想マシンを作成できるようにする方法について説明します。ローカル 

アカウントの作成方法についても説明します。 

1.  [管理] > [ユーザとグループ] の順に選択します。 

  
2.   [認証の環境設定] タブを選択します。 
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3. 認証の環境設定を [LDAP が最初、ローカルにフォールバック] に変更します。 

4. ユーザ名（Microsoft Active Directory の適切な権限があるドメイン管理者ユーザまたはアカウント）を入

力します。 

  

5. パスワードを入力します。 

6. ポート番号（LDAP の標準ポートは 389）を入力します。 

7. サーバのドメイン コントローラの IP アドレスを入力します。 

8. [ドメイン名] に完全修飾ドメイン名を入力します。 

9. [LDAP のテスト] を選択します。 

10. [保存] をクリックし、[OK] をクリックします。 
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11. [LDAP 統合] タブを選択します。 

12. 基本情報を取得するには、[LDAP 同期のリクエスト]、[送信] の順にクリックして同期を強制的に実行し

てから [OK] をクリックします。 

  

13. [ベース DN の検索] をクリックします。 
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14. ポップアップ メニューから [選択] を選択してリストを表示し、正しい検索ベース ドメイン名（cn=users 

など）のボックスを選択します。 

  

15. [選択] をクリックします。 

16. [送信] をクリックし、[OK] をクリックします。 

17. レコードを再び更新するには、[LDAP 同期のリクエスト]、[送信] の順にクリックし、[OK] をクリックし

ます。 

18. [更新] をクリックします。今回は成功のメッセージが表示されます。 
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19. [ログインユーザ] タブを選択し、[更新] をクリックします。ドメイン ユーザがリストされていることを確

認してください。 

  

ローカル ユーザとグループの作成（オプション） 
Cisco UCS Director では、Microsoft Active Directory アカウントの代わりにローカル アカウントを使用でき

ます。ここでは、グループおよびそのグループのユーザを作成します。ロールアウトの前に、実稼働または

テストの目的にこのユーザを使用できます。Microsoft Active Directory の統合をすでにセットアップしてお

り、ローカル アカウントが必要ない場合は、この項を省略してください。 

1. [管理] > [ユーザとグループ] を選択し、ローカル グループを作成します。次に [ユーザとグループ] タブで 

[追加] をクリックします。 
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2. ローカル グループ名および電子メール アドレスを入力し、[追加] をクリックします。グループが正常に

追加されたら、[OK] をクリックします。 

  

3. [ログインユーザ] タブをクリックし、[追加] をクリックして新しいユーザを追加します。ユーザ タイプを

デフォルト設定のまま残し、前の手順で作成したローカル ユーザ グループを選択します。ログイン名、

パスワード、ユーザ電子メール アドレスを入力します。[追加] をクリックし、ユーザが正常に作成され

たら [OK] をクリックします。 

  



  
 

  
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 本書はシスコ パブリック（Cisco Public）です。 ページ 42 / 93 

セルフサービス ポータル：仮想マシンのライフサイクル管理   
この項では、プロビジョニング サービス要求の作成と管理を行って、仮想マシンを作成するためのセルフサー

ビス ポータルを作成する方法について説明します。この例では、顧客が Cisco UCS Director で Web ポータル

から仮想マシンの作成、変更、接続、電源オン、電源オフ、破棄を行えるようにします。 

仮想マシン テンプレートの検証  
FlexPod Express の導入時に作成した仮想マシン テンプレートが Microsoft Windows 2008 R2 とともに存在す

るはずですが、テンプレートがない場合は、NetApp テクニカル レポートを参照し、テンプレートを作成して

導入してください。テンプレートが正しい VMware ネットワークにあることを確認します。テンプレートでは、

リモート デスクトップ接続が有効になっている必要があります。 

コンピューティング ポリシーの作成   
Cisco UCS Director ではセルフサービス ポータルを提供し、それにより、管理者が設定した定義済みポリシー

を使用し、割り当てられたリソースのプールから仮想マシンをプロビジョニングします。 

ポリシーは一連のルールであり、それにより、システム リソースの可用性に基づいてインフラストラクチャ内

でどこにどのようにして新しい仮想マシンをプロビジョニングするかが決まります。 

Cisco UCS Director で仮想マシンをプロビジョニングするには、コンピューティング、ストレージ、ネット

ワーク、システムという 4 つのポリシーをセットアップする必要があります。ここではポータル用のポリシー

を作成しますが、コンピューティング ポリシーから作成を始めます。これにより、エンド ユーザが変更でき

る、特定の VMware 属性を選択できるようになります。 

1. [ポリシー] > [コンピューティング] の順に選択します。 
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2. [VMware コンピューティングポリシー] タブが開いていることを確認し、デフォルトのポリシーを選択し

て [編集] をクリックします。 

3. [ポリシーの説明] フィールドで名前を変更し（たとえば FlexPod Express Computing Policy と入力）、

その他の値をデフォルト設定のまま残して [保存] をクリックしてから [OK] をクリックします。 

  

ストレージ ポリシーの作成   
ストレージ ポリシーでは、属性に基づいてストレージを選択し、エンド ユーザが仮想マシンの作成で実行で

きる操作をカスタマイズできます。この手順では NFS データストアにポリシーを制限します。 

1. [ポリシー] > [ストレージ] の順に選択します。 
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2. [VMware ストレージポリシー] タブをクリックします。デフォルト ポリシーを選択して、[編集] をクリッ

クします。 

  

3. ポリシーの説明を変更します（たとえば FlexPod Express Storage Policy と入力します）。 

4. ローカル ストレージと SAN のストレージ オプションを選択解除し、NFS のみを選択した状態にします。 

  

5. [次へ] をクリックします。 

6. [システムディスクポリシー] ページで [送信] をクリックしてから [OK] をクリックします。 
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ネットワーク ポリシーの作成   
ネットワーク ポリシーでは、特定のネットワーク カード（NIC）を仮想マシンに追加できます。ここでは、特

定の VLAN ID を使用するように NIC をカスタマイズします。 

1. [ポリシー] > [ネットワーク] の順に選択します。 

  

2. [VMware ネットワークポリシー] タブをクリックします。 

3. デフォルト ポリシーを選択します。 

4. [編集] をクリックして説明で名前を変更します（たとえば FlexPod Express Network Policy と入力）。 

5. プラス記号をクリックし、ネットワークを追加します。 
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6. NIC エイリアス名を入力します（たとえば nic1）。 

7. [アダプタのタイプ] に [VMXNET] を選択します。 

  

8. [ポートグループ] パネルでプラス記号をクリックし、ポート グループを追加します。[ポートグループ名] 

では [選択] を選択します。 
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9. VLAN を使用する仮想マシン ネットワーク用にネットワークを選択し、[選択] をクリックします。 

  
10. [DHCP の使用] が選択された状態のままで [送信] をクリックします。 
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11. 正常に実行されたというメッセージで [OK] をクリックし、[エントリの追加] 画面で [送信] をクリックし

ます。 

  
12. 正常に実行されたというメッセージで [OK] をクリックし、ネットワーク ポリシーのメイン画面で [送信] 

をクリックします。 

  

13. [OK] をクリックします。 
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システム ポリシーの作成   
システム ポリシーでは、ポータルで作成される仮想マシン（生成される名前、使用するテンプレート、DNS 

設定など）を変更できます。 

1. [ポリシー] > [サービスの提供] の順に選択します。 

  

2. [VMware システムポリシー] タブをクリックします。 

3. [追加] をクリックします。 

  
4. ポリシー名（たとえば FlexPod Express VMware System Policy）を入力します。 

5. [VM 名のテンプレート] を vm-SR${SR_ID} に変更します（15 文字の名前制限を超えないようにします）。

末尾にスペースがないことを確認してください。 

6. DNS ドメインを入力します。 

7. タイム ゾーンを所在地のタイム ゾーンに変更します。 

8. 必要に応じて [DNS サフィックスリスト] のエントリを変更します。 
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9. [DNS サーバリスト] のエントリを変更し、DNS サーバの IP アドレスをリストします。複数のサーバの

エントリを区切るには、カンマを使用します。 

10. 仮想マシンのイメージ タイプを [Windows および Linux] に変更します。 

11. 右側のスクロール バーを使用して下にスクロールします。 

  
12. [製品 ID] フィールドに Window2008 と入力します。後でライセンス情報を入力するとき、この同じ値を

使用します。 

  

13. ライセンス モードを [サーバ別] に変更します。 

14. ライセンス ユーザの数を入力します。 

15. 管理パスワードを入力します。 



  
 

  
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 本書はシスコ パブリック（Cisco Public）です。 ページ 51 / 93 

16. [ワークグループ] を選択します。 

17. ワークグループの名前を入力します（たとえば Myworkgroup）を入力します。 

  

18. [追加] をクリックし、次に [OK] をクリックします。 
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OS ライセンスの追加   
Cisco UCS Director では、OS ライセンス オブジェクトで複数のカタログにライセンスを適用できます。この

項では、後で使用するためにこのオブジェクトを作成します。 

1. [ポリシー] > [サービスの提供] の順に選択し、OS ライセンスを追加します。 

2. [OS ライセンス] タブを選択します。 

  



  
 

  
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 本書はシスコ パブリック（Cisco Public）です。 ページ 53 / 93 

3. [Windows のバージョン名] に Windows2008 と入力します。 

4. ボリューム ライセンス キーを入力します（または http://technet.microsoft.com/en-

us/library/jj612867.aspx のクライアント セットアップ キーに関する Microsoft ナレッジベースの記事を参

照）。 

5. ライセンス所有者の名前を入力します。 

6. 組織名を入力します。 

7. [ライセンスモード] には [サーバ別] を選択します。 

8. ライセンス ユーザの数を入力します。 

  

9. [送信] をクリックし、[OK] をクリックします。 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx
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仮想データセンターの作成   
仮想データセンター（vDC）とは、特定のグループ要件を管理する目的で仮想リソース、操作の詳細、ルール、

ポリシーを組み合わせた環境のことです。 

グループまたは組織では、複数の vDC、イメージ、テンプレート、ポリシーを管理できます。組織はクォータ

を割り当てて、vDC レベルで個別のグループに対しリソース制限を割り当てることができます。 

vDC に固有の承認者を定義することもできます。特定の vDC の承認者は、ユーザから発行される仮想マシン 

プロビジョニング リクエストを承認する必要があります。 

1. [ポリシー] > [仮想データセンター] の順に選択します。 

  

2. [vDC] タブをクリックします。 

3. [追加] をクリックします。 

  

4. [vDC 名] フィールドに値を入力します（たとえば FlexPod Express vDC）。 
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5. 必要に応じて説明を入力します。 

  

6. この vDC にアクセスするグループを選択します（そのユーザは、セルフサービス ポータルで仮想マシン

を作成できるようになります）。この例では、Microsoft Active Directory のグループ eng を使用します。 
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7. クラウド名を選択します。 

  

8. 今回は承認者を空白のままにします。 

9. プロバイダーのサポート電子メール アドレスを入力します。 

10. [システムポリシー] には、編集した VMware システム ポリシーを選択します。 

11. [コンピューティングポリシー] には、編集したコンピューティング ポリシーを選択します。 

12. [ネットワークポリシー] には、編集したネットワーク ポリシーを選択します。 

13. [ストレージポリシー] には、編集したストレージ ポリシーを選択します。 

14. コスト モデルはデフォルトのままにします。 
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15. 右側のスクロール バーでウィンドウの下部にスクロールし、[エンドユーザセルフサービスオプション] 

リストで [VM の電力管理] と [VM の削除] を選択します。 

  

16. [追加] をクリックし、次に [OK] をクリックします。 
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カタログの公開   
エンド ユーザは、仮想マシンのセルフプロビジョニングのためにカタログ（複数の場合もある）を確認しま

す。システム管理者がカタログの項目を作成しますが、それにより、クラウド名および仮想マシンに紐付けら

れているグループの名前などのパラメータが定義されます。 

1. [ポリシー] > [カタログ] の順に選択します。 
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2. [カタログ] タブをクリックします。 

3. [追加] をクリックします。 

4. [カタログ名] フィールドに FlexPod Express catalog と入力します。 

5. カタログ タイプは [標準] に設定した状態に残します。 

6. カタログのアイコンには VM Windows Image 1 を選択します。 

7. [選択したグループ] には [選択] を選択し、ドロップダウン リストから Microsoft Windows グループを選

択します。この例では、Microsoft Active Directory の eng グループのみがこのカタログを使用します。 

  

8. クラウド名は Expresscloud または入力した名前に設定した状態に残します。 

9. NetApp テクニカル レポートを使用して Microsoft Windows 2008 R2 用に作成したテンプレート イメー

ジを選択します。 

10. 作成した Microsoft Windows ライセンス プール、Windows2008 を選択します。 
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11. [次へ] をクリックします。 

12. サポートの問い合わせ先の電子メール アドレスを入力します。 

13. 正しい OS を選択します。 

14. [次へ] をクリックします。 

  

15. [ユーザクレデンシャル] 画面で [次へ] をクリックします。 
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16. [カスタマイズ] ページで [次へ] をクリックします。 

  

17. ボックスをオンにして、リモート デスクトップ構成を有効にします。 

  

18. [次へ] をクリックします。 



  
 

  
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 本書はシスコ パブリック（Cisco Public）です。 ページ 62 / 93 

19. [送信] をクリックします。 

  

20. [OK] をクリックします。 

21. 作成したカタログを選択し、[導入可能性に関するアセスメント] をクリックします。 
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22. 両方のホスト ノードが導入可能としてリストされていることを確認します。そうなっていない場合は、

前のポリシーの手順に戻り、誤りを訂正してください。 
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仮想マシンの数の制限  
グループが作成できるリソースの数に制限をかけることができます。ここでは、Eng グループの仮想マシンの

総数を 50 に制限します。 

1. [管理] > [ユーザとグループ] の順に選択します。 

2. Eng グループを選択します。 

3. [リソースの制限の編集] をクリックします。 

  

4. [リソースの制限の有効化] を選択します。 

5. [リソースの制限の有効化] ボックスを選択します。 

6. [アクティブな VM の最大数] にはグループ用の数を入力します（たとえば 50）。[保存] をクリックし、

[OK] をクリックします。 
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デフォルト コスト モデルの作成  
デフォルト コスト モデルを編集して非常にシンプルなコスト モデルを作成し、コスト モデルがどのように

役立つかを確認します。使用コストの追跡にはさまざまなオプションを使用できます。RAM や CPU などの

ユニットレベルのコストを追跡できます。 

1. [ポリシー] > [サービスの提供] の順に選択し、[コストモデル] タブをクリックします。 

  

2. デフォルト コスト モデルで [編集] をクリックします。 

3. [一括での支払いのコスト] に 50 と入力します。 

4. [VM コスト] のアクティブ仮想マシン コストと非アクティブ仮想マシン コストの両方に 0.25 と入力しま

す。 

  

5. [保存] をクリックし、[OK] をクリックします。 
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セルフサービス ポータルによる仮想マシンの作成   
この項では Microsoft Active Directory のユーザ アカウントから仮想マシンを作成し、セルフサービス ポータ

ルによって導入がどれくらい簡単になるかを確認します。このサービスを社内のそれぞれのグループに提供す

ると、時間を節約できます。たとえば、エンジニアリング グループがソフトウェアの最新バージョンをテス

トするために仮想マシンを必要になっても、それが IT グループの負担にならなくなります。エンジニアリン

グ グループは、ポータルで仮想マシンを自分で作成できます。その他のグループも、固有の設定と仮想マシ

ンを持つことができます。 

1. Microsoft Active Directory の Eng グループのメンバーとして Cisco UCS Director にログインします。こ

れは、以前カタログに割り当てたアカウントです（たとえば enguser と入力）。 

  
2. トップ メニューの [カタログ] アイコンをクリックします。 

3. 作成した FlexPod Express カタログを選択します。 
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4. [リクエストの作成] をクリックします。 

  
5. [次へ] をクリックします。 

6. [次へ] をクリックします。 

7. [CPU コア] に 2 を選択します。 

8. [メモリ] に 4 GB を選択します。 

  

9. [次へ] をクリックします。 
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10. [次へ] をクリックします。 

  
11. [送信] をクリックし、[OK] をクリックします。 

12. ジョブの経過を確認します。[サービス] アイコンをクリックします。 

13. 要求を選択し、[詳細の表示] をクリックします。 
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14. サービス要求の進行や 3 ヵ月間のコストなどが表示されます。 

  

15. [閉じる] をクリックします。 
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仮想マシンへの接続   
Enguser という名前の Microsoft Active Directory のユーザは Cisco UCS Director インターフェイスを使用し

て、作成した仮想マシンを接続して管理できます。Web インターフェイスにより、Remote Desktop 

Protocol（RDP）セッションで仮想マシンに接続し、仮想マシンの電源オンとオフを切り替えることができ

ます。作成したポリシーに、仮想マシンを破棄する機能を追加したので、ユーザは仮想マシンの電源をオフ

にした後で、仮想マシンを破棄できます。ユーザは、使用している仮想マシンのコストを表示することもで

きます。 

1. 仮想マシンの作成が完了したら、[仮想リソース] と [VM] タブをクリックして仮想マシンに接続します

（すべての仮想マシンは Web ポータルで操作できます）。 

  

2. 仮想マシンを選択し、[VM クライアントの起動] をクリックします。 
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3. この Web サイトでポップアップが許可されていることを確認します。 

  

4. [アクセススキーム] には、[リモートデスクトップ] を選択して [続行] をクリックします。 
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5. [ファイルのダウンロード] ボックスで [開く] を選択して [接続] をクリックし、警告を受け入れます。 

  

6. Windows 仮想マシンにログインします。 
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FlexPod Express の管理とモニタリング   
この項では、Cisco UCS Director を使用して FlexPod Express のモニタと管理を行う方法を確認します。

VMware 環境のみではなく、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージのリソースでも操作を実行

できるので、時間を節約して管理を簡素化できます。 

メイン ダッシュボードビューの作成  
Cisco UCS Director では、メイン ダッシュボードをカスタマイズし、重要な情報を簡単に確認できます。この

項では、ダッシュボードでレポートの追加と削除を行います。 

1. 管理者としてログインし、画面の右上にある管理リンクをクリックします。 

  

2. [ダッシュボード] タブをクリックします。 

  
3. [ダッシュボードの有効化] を選択します。 

4. [適用] を選択し、ウィンドウを閉じます（右上の [X] をクリック）。 
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5. 左上にある、新しく作成した [ダッシュボード] タブをクリックします。これが空白になっていることを

確認してください。 

  

6. [物理] > [Pod] > [コンピューティング] の順に選択し、[サマリー] タブが選択されていることを確認します。 
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7. [CIMC サーバインベントリ] 項目のドロップダウン矢印をクリックし、[ダッシュボードに追加] を選択し

てから [OK] をクリックします。 

  

8. [物理] > [ストレージ] > [ストレージアカウント] の順に選択し、クラスタ ファイル名を選択します。 
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9. NetApp クラスタをダブルクリックしてビュー全体を表示し、[サマリー] タブが表示されていることを確

認します。 

  

10. [フリーと使用中の集計] ドロップダウン メニューを開き、[ダッシュボードに追加] を選択して [OK] をク

リックします。 

11. [仮想] > [コンピューティング] の順に選択し、[サマリー] タブをクリックします。[VM（アクティブまた

は非アクティブ)] メニューを開き、[ダッシュボードに追加] を選択します。[OK] をクリックします。 
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12. [組織] > [チャージバック] の順に選択し、メイン画面から Eng グループのチャージバックを追加します。 

  

13. Eng グループまで下にスクロールします。右矢印をクリックし、[ダッシュボードに追加] を選択します。

[OK] をクリックします。 
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14. 画面の左上にある [ダッシュボード] をクリックし、変更内容を確認します。ここでは、Microsoft 

Windows の Eng グループのディスク領域およびチャージバック情報を簡単に確認できます。 

  

15. レポートを削除するには、[CIMC サーバインベントリ] メニューを開き、[ビューを閉じる] を選択します。

確認のポップアップ ウィンドウで [はい] をクリックします。 
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リソース管理とモニタリングの実行  
Cisco UCS Director では、FlexPod Express の管理とモニタを、さまざまな管理機能の単一の場所から実行で

きます。この項では、GUI に習熟できるように概要について説明します。 

1. [統合基盤] をクリックします。 

  

2. ポッドをダブルクリックしてコンポーネントを展開します。 
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3. [VMware] セクションをダブルクリックします。 

  

4. [サマリー] タブが選択されていること（およびダッシュボード上の目的のモニタリング画面）を確認しま

す。 
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5. スクロール バーを使用し、ビューのサイズを変更します。 

  

6. 右にスクロールして [レポートのマッピング] をクリックし、[CPU 使用率] を表示します。 

7. マシンをクリックし、CPU 使用率を確認します。 

  



  
 

  
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 本書はシスコ パブリック（Cisco Public）です。 ページ 82 / 93 

8. [メモリ使用率のマップ] を選択し、マップのタイプを変更します。仮想マシンをクリックし、その仮想マ

シンが使用しているメモリのパーセンテージを確認します。未使用メモリも照会できることを確認してく

ださい。 

  

9. [トポロジ] タブを選択し、トポロジを確認します。 

10. [ホストノード-VM トポロジ] を選択します。 
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11. [接続の表示] をクリックします。さまざまなビューが使用可能であることを確認してください。 

  

12. [閉じる] をクリックします。 

13. [VM] タブをクリックします。 

14. 仮想マシンを強調表示して右側のドロップダウン矢印ボタンをクリックし、仮想マシンで実行できる操作

を確認します。 
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15. [スタックビュー] を選択します。 

  

16. 仮想マシンがコンピューティング、ネットワーキング、ストレージに使用しているリソースを簡単に照会

して、問題のトラブルシューティングに利用できることを確認してください。 

  
17. [閉じる] をクリックします。 



  
 

  
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 本書はシスコ パブリック（Cisco Public）です。 ページ 85 / 93 

18. 左矢印をクリックし、メイン画面に戻ります。 

  

19. [コンピューティング] のサーバ 1 をダブルクリックします。 
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20. 右側のパネルでサーバ 1 を強調表示してダブルクリックします。 

  

21. [製品名] フィールドを選択します。 
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22. サーバの電源オンとオフを切り替えることができ、KVM コンソールにアクセスできることを確認してく

ださい。 

  

23. サーバをクリックし、[詳細の表示] を選択してサーバの詳細情報を表示します。 
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24. 左矢印をクリックし、メインの [統合基盤] 画面に戻ります。 

  

25. ネットワーク スイッチ 1 をダブルクリックします。 
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26. ドロップダウン矢印をクリックし、そのスイッチで実行可能な管理タスクを確認します。 

  

27. 左矢印をクリックし、メインのコンバージド ネットワーク画面に戻ります。 

28. NetApp ストレージ デバイスをダブルクリックします。 
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29. [サマリー] タブをクリックします。 

  

30. [vServer] タブをクリックし、[作成] をクリックします。 
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31. vServer の作成に必要となる情報を確認し、[閉じる] をクリックします。 

32. [SnapMirror] タブをクリックし、ミラーを選択します。 

  

33. [更新] をクリックします。 

  

34. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じます。 

35. 左矢印をクリックし、[統合基盤] 画面に戻ります。 
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まとめ  
この演習の目的は、FlexPod Express を含むデータセンターで Cisco UCS Director がどれだけ役立つかを示す

ことです。数時間でセルフサービス ポータルを作成して管理タスクをエンド ユーザに任せ、提供するサービ

スを改善できます。一部のコア ファンクションを動作させているので、その他の仮想マシン イメージを導入

し、カスタム オーケストレーション ワークフローとカスタマイズ済みダッシュボードを調査して、さらに価

値を高めることができます（図 3）。 

図 3.    ダッシュボード  
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詳細情報  
その他の製品のマニュアルについては、Cisco UCS Director の Web サイト

（http://www.cisco.com/en/US/products/ps13050/）を参照してください。  

シスコのデザインの詳細については、以下を参照してください。 
http://www.cisco.com/go/designzone 

  

このマニュアルのすべてのデザイン、仕様、ステートメント、情報、勧告（まとめて「デザイン」）は、すべての誤りを含めて「現状のまま」使用しています。シス

コとそのサプライヤは、市場性、特定の目的への適合性、権利侵害のないことの保証、または一連の取引、使用、取引慣行から生じるすべての保証を含むがそれに限

定されないすべての保証を放棄します。いかなる場合においても、シスコおよびそのサプライヤは、このデザインの使用または使用できないことによって発生する利

益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはそのサプライヤに知らされていて

も、それらに対する責任を一切負わないものとします。 

デザインは予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されているデザインの使用は、すべてユーザ側の責任になります。これらのデザインは、シ

スコ、そのサプライヤ、パートナーの技術的な助言や他の専門的な助言に相当するものではありません。ユーザは、デザインを実装する前に技術アドバイザーに相談

してください。シスコによるテストの対象外となった要因によって、結果が異なることがあります。 

TCP ヘッダー圧縮のシスコによる実装は、カリフォルニア大学バークリー校（UCB）によって開発された、UCB のパブリック ドメイン バージョンの UNIX オペ

レーティング システムの一部であるプログラムを元にしています。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.  

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネッ

トワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用しています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは

意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。 
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