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ユーザワークスペース管理インターフェイスへのアクセ

ス
CiscoModeling Labsサーバを起動したら、ユーザワークスペース管理インターフェイスにアク
セスして、CiscoModeling Labsサーバ上のユーザアカウント、プロジェクト、ライセンス、お
よび仮想マシンイメージを管理できます。

ユーザワークスペース管理インターフェイスにアクセスする手順は、次のとおりです:

ステップ 1 Webブラウザに、次の形式で IPアドレスまたはホスト名を入力します:http://<IP address | hostname>。

CMLサーバのメインメニューページが表示されます。
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図 1 : CMLサーバのメインメニュー

ステップ 2 [UserWorkspaceManagement]をクリックして、ユーザワークスペース管理インターフェイスにアクセス
します。

ステップ 3 ユーザワークスペース管理インターフェイスに、ユーザ名「uwmadmin」とパスワード「password」を使用
してログインします。

ユーザワークスペース管理には、管理者ユーザまたは非管理ユーザとしてログインすることがで

きます。Uwmadminは管理者ユーザです。
（注）

アプリケーションはOverviewページを表示します。
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図 2 :ユーザーワークスペース管理の [Overview]ページ

ユーザ管理ワークスペースユーザタイプ
ユーザ管理ワークスペースのインターフェイスには、2種類のユーザが用意されています。こ
れらは、管理者および管理者以外のユーザです。次の表に、各ユーザタイプで使用できるさま

ざまな機能を示します。

表 1 :管理者ユーザ用の利用可能な機能

説明機能

現在のシステムのバージョン情報、物理リソースの使用状況、お

よび展開されたすべてのシミュレーションのリストを表示できま

す。すべてまたは選択したシミュレーションを停止することがで

きます。

概要

プロジェクトのインポートとエクスポートを可能にします。新し

いプロジェクトを追加したり、現在のプロジェクトを有効、無効、

変更、削除することもできます。

プロジェクト

新しいユーザの追加、現在のユーザの有効化、無効化、変更、お

よび削除を許可します。

Users
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説明機能

システム構成では、構成パラメータを設定できます。[システム
ステータス]では、システムステータス情報を収集、表示、ダウ
ンロードすることができます。

CMLサーバ

プロジェクトの L2 Flat IP、L3 Snat IP、および管理 IP割り当てを
追加および削除できます。

Connectivity

ノード、ネットワーク、ポート、および IP割り当てを削除した
り、問題が発生したときに一部のホストサービスを無効にするこ

とができます。

VM制御

システム上の製品ライセンスを管理できます。ライセンス

現在の画像を新規に追加、変更、削除することができます。また、

イメージスナップショットを変更および削除することもできます。

フレーバーを追加および削除し、サブタイプをインポートおよび

エクスポートすることができます。利用可能な組み込みサブタイ

プの1つに基づいて新しいサブタイプを作成することもできます。
新しいLXCイメージとテンプレートを管理して追加することがで
きます。

ノードリソース

Gitリポジトリからファイルを追加、削除、および更新することが
できます。

リポジトリ

STDおよび UWM APIのドキュメントにアクセスできます。資料

表 2 :管理者以外のユーザに利用可能な機能

説明機能

ユーザ独自のシミュレーションを確認して操作します。マイシミュレーション

ユーザ自身のプロジェクトでシミュレーションを確認します。プロジェクトのシミュ

レーション

ユーザ自身の IPアドレス割り当てを確認します。Connectivity

フレーバーとサブタイプの詳細を確認します。ユーザ自身のプロ

ジェクトで使用するために、新しい画像、LXC画像、テンプレー
トを確認して追加します。

ノードリソース

Gitリポジトリからファイルを追加、削除、および更新することが
できます。

リポジトリ

STDおよび UWM APIのドキュメントにアクセスできます。資料
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プロジェクト（管理ユーザー）
ユーザワークスペース管理インターフェイス内で、プロジェクトはそのプロジェクトのすべ

てのユーザーが利用可能な一連のリソース表します。このロードバランシングには次の特徴が

あります。

•デフォルトでは、各プロジェクトにそのプロジェクトと同じ名前を持つ1つのユーザーア
カウントが作成されます。

•各ユーザは、1つのプロジェクトに属しています。新しいプロジェクトを作成し、効率的
に新規ユーザーを追加するため、通常ユーザーはそれぞれ独自のプロジェクトを持つ必要

があります。

•追加ユーザーは、必要に応じてプロジェクトに割り当てることができます。
•プロジェクトにユーザーを追加する場合、ユーザーのユーザー名はプロジェクト名のプレ
フィックスです。

•ユーザーアカウントを削除しても、ユーザーが割り当てられているプロジェクトは削除さ
れません。

•プロジェクトを削除すると、プロジェクトのすべてのユーザーが削除されます。

[プロジェクト]ページで、多くのプロジェクトの操作を実行することができます。これらの動
作には次が含まれています。

説明動作

JavaScriptObjectNotation（JSON）またはタブで区切られた値（TSV）ファ
イルからのプロジェクトとそのユーザーをインポートします。

[インポート
（Import）]

JSONまたはTSVファイルとして、プロジェクトとそのユーザーをエクス
ポートします。

[エクスポート
（Export）]

新しいプロジェクトとそのデフォルトのユーザーを作成します。[追加（Add）]

選択したプロジェクトを有効にします。Enable

選択したプロジェクトを無効にします。Disable

選択したプロジェクトの詳細情報を変更します。修正

選択したプロジェクトとそのユーザーを削除します。[削除（Delete）]

プロジェクトの作成

新しいプロジェクトと、そのプロジェクトのユーザを作成するには、次の手順を実行します:

ステップ 1 ユーザワークスペース管理インターフェイスで [Project]をクリックします。

減殺のすべてのぷろじぇくとをリスト表示する [Project]ページが表示されます。

ユーザーワークスペース管理

5

ユーザーワークスペース管理

プロジェクト（管理ユーザー）



ステップ 2 [Add]をクリックして新しいプロジェクトを作成します。

[Create Project]ページが表示されます。

図 3 :新規プロジェクトの作成

ステップ 3 [General Settings]に名前とプロジェクトの説明を追加します。[Expires]フィールドに、プロジェクトの
有効期限を入力するか、デフォルト値を受け入れます。これは [Never]となっていて、プロジェクトに期
限がないことを意味します。プロジェクトをそのまま使用できるようにする場合は、[Enabled]チェック
ボックスはオンのままにします。

ステップ 4 [ProjectQuotas]の下では、システムクォータのデフォルト値を受け入れるか、プロジェクトの要件に基
づいて増減します。

• [Instances]クォータは、ユーザまたはそのプロジェクトに関連付けられているすべてのユーザのプ
ロジェクト内で、特定の時点で動作させることができる、あらゆるタイプの仮想マシンの最大数で

す。

• [RAM (MB)]は、ユーザまたはそのプロジェクトに関連付けられているすべてのユーザのプロジェ
クト内で、仮想マシンが消費できる最大 RAM量です。

• [VCPUS]は、プロジェクトで動作している仮想マシンが消費することができる仮想コアの最大数で
す。

ステップ 5 [Create]をクリックします。

[Edit User]ページが表示されます。
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図 4 :プロジェクトのユーザの編集

このウィンドウでは、プロジェクトが作成されるときに作成される新規ユーザの詳細を追加できます。

ステップ 6 [Password]および [Password Again]フィールドには、ユーザの新しいパスワードを入力します。

デフォルトのパスワードを使用できますが、より意味のあるパスワードを入力することもでき

ます。このパスワードは、後で変更することもできます。

（注）

ステップ 7 [Email]フィールドには、ユーザの有効なメールアドレスを入力します。
デフォルトでユーザには、非 adminアカウントであることを意味するメンバーロールが割り当てられま
す。uwmadminユーザとして同じ管理機能を実行する必要がある場合には、ロールを adminに設定しま
す。

ステップ 8 [Expires]フィールドにはユーザの有効期限を入力します。またはデフォルトの [Never]を受け入れます。
プロジェクトをすぐに使用できるようにするには、[Enabled]チェックボックスをオンのままにします。
または、プロジェクトとユーザを、後の時点でそれらを有効にして設定可能にし、利用可能にすること

ができないようにセットアップすることもできます。

ステップ 9 [Save]をクリックして、ユーザへの変更を保存します。

ステップ 10 (オプション)プロジェクトが追加されたことを確認するには、[Projects]をクリックして新たに追加され
たプロジェクトを表示します。そして [Users]をクリックして新たに追加されたユーザを表示します。

プロジェクトのエクスポート

エクスポートを使用すると、選択したプロジェクトとそのすべてのユーザを JSONまたはTSV
ファイルにエクスポートできます。

プロジェクトとそのすべてのユーザをエクスポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 エクスポートするプロジェクトの横にあるチェックボックスをオンにします。

ユーザーワークスペース管理

7

ユーザーワークスペース管理

プロジェクトのエクスポート



ステップ 2 [エクスポート (Export)]をクリックして、選択したプロジェクトとそのすべてのユーザをエクスポートし
ます。

ステップ 3 ドロップダウンリストから、エクスポートするファイルのタイプ (JSONまたは TSV)を選択します。
[開く (Open)]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [ファイルを保存 (Save File)]ラジオボタンをクリックし、[OK]をクリックしてファイルを保存します。
エクスポートされたファイルは指定された場所に保存されます。

プロジェクトのインポート

インポートするファイルは、JSONまたは TSV形式である必要があり、以前にユーザワーク
スペース管理インターフェイスからエクスポートされたものである必要があります。。

uwmadminプロジェクトとユーザは、それらを含むデータがインポートされる際、この機能に
よって変更されることはありません。

（注）

プロジェクトとそのユーザをインポートするには、次の手順に従います:

ステップ 1 [Import]をクリックして、新しいプロジェクトとそれに関連したユーザをインポートします。

[Import Projects and Users]ページが表示されます。

ステップ 2 [Browse]をクリックして、インポートできる JSONまたは TSVファイルを参照します。

既存のプロジェクトと存在するユーザをインポートすると、それらは更新されます。（注）

ステップ 3 [Import]をクリックします。
新しくインポートされたプロジェクトは [Projects]ページのリストに含められます。

ユーザ (管理者ユーザ)
ユーザワークスペース管理インタフェースでは、ユーザページからユーザアカウントを管理

できます。ユーザアカウントを使用すると、Cisco Modeling Labsクライアントから Cisco
Modeling Cisco Modeling Labsサーバにアクセスできます。

[ユーザ (Users)]ページでは、ユーザに対してさまざまな操作を実行できます。これらの操作は
次のとおりです。

説明動作

新規のユーザアカウントを作成します。[追加（Add）]

選択したユーザアカウントを有効にします。Enable

ユーザーワークスペース管理
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説明動作

選択したユーザアカウントを無効にします。Disable

選択したユーザアカウントの詳細情報を変更します。Modify

選択したユーザアカウントを削除します。[削除（Delete）]

ユーザの作成

既存のプロジェクトの追加のユーザを作成するには、次の手順に従います:

プロジェクトは、CMLサーバの目的とするユーザごとに作成するべきです。既存のプロジェ
クトにユーザを追加することは推奨しません。uwmadminユーザはシミュレーションを開始でき

ないことに注意してください。

（注）

ステップ 1 ユーザワークスペース管理インターフェイスで管理者としてログインし、[ユーザ]をクリックします。
すべてのユーザをリストとして表示する [Users]ページが表示されます。

ステップ 2 [Add]をクリックして新しいユーザを作成します。

[Create User]ページが表示されます。
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図 5 :新規ユーザの作成

ステップ 3 [Username]フィールドに、新規ユーザのユーザ名を入力します。

複数のユーザを作成するために、[ユーザ名]フィールドの右側の追加 (+)アイコンをクリック
します。

（注）

ステップ 4 [Password]および [Password Again]フィールドには、新しいユーザのパスワードを入力します。

ステップ 5 [Email]フィールドには、ユーザの有効なメールアドレスを入力します。

ステップ 6 [Project]ドロップダウンリストから、ユーザ用のプロジェクトを選択します。

ステップ 7 [Role]ドロップダウンリストから、ユーザのための適切なロールを選択します。

管理者権限を持つユーザは、システム全体での管理権限を持ちます。（注）

ステップ 8 [Expires]フィールドにはユーザの有効期限を入力します。またはデフォルトの [Never]を受け入れます。

ステップ 9 [Enabled]チェックボックスはオンのままにします。

ステップ 10 [Create]をクリックします。

[User <プロジェクト名>-<ユーザ名>]ページが表示されます。

このページには、ユーザの詳細とプロジェクトクォータが表示されます。

ステップ 11 (オプション)ユーザの詳細を変更するには [Modify User]を、ユーザを削除するには [Delete User]をク
リックします。

ステップ 12 新たに作成したユーザを表示するには、[Users]をクリックします。
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CMLサーバ（管理ユーザ）
ユーザワークスペース管理インターフェイス内の [CMLサーバ]の下で、[システム設定]オプ
ションの下の Cisco Modeling Labsサーバの設定を変更することができます。

システム設定

ユーザーワークスペース管理インターフェイス内で [システム設定]の下の [CMLサーバ] > [シ
ステム設定]に移動すると、CiscoModelingLabsサーバを区別する設定と、シミュレーション接
続のネットワーク設定があります。

展開後に、CMLサーバのホスト名、管理 IP、システム（INT）ネットワークを変更することは
できません。

（注）

表 3 :システム設定コントロール

説明タブ名

NTP、HTTP’（S）プロキシ、dockerレジストリ、お
よびネームサーバを設定します。

Remote Connections

RAM管理機能を有効化/無効化（デフォルトでは無
効）します。

ハードウェア

シミュレーション flatネットワークを接続および設

定し、外部の物理または仮想環境にアクセスします。

共有ネットワーク

シミュレーション内で実行中のノードの外部リソー

スへの NAT接続。
L3 SNAT

システムリソースとシミュレーションノードアク

セスに割り当てられたデフォルトの TCPポート番
号。

サービスポート

プライマリユーザー guest（デフォルト）の有効化/
無効化（デフォルトでは無効）または uwmadmin

ユーザーパスワードのシステム全体でのユーザー制

限を含むユーザー情報の変更。

Users

シリアルポートのタイムアウト設定を有効化/無効化
(デフォルトでは無効)します。

シミュレーションの詳細
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説明タブ名

クラスタタブは、初回起動時の設定中に、クラスタ

コントローラとして CMLサーバが展開されたとき
のみ表示されます。[クラスタ]オプションは、初期
展開時にのみ有効にできます。

CML管理インターフェイスで static IPアドレスが
有効になっているときにコンピューティングノード

を有効化/無効化にするか、管理 IPアドレスを変更し
ます。

クラスタ（オプション）

システムツール

[ユーザワークスペース管理]インターフェイス内で、[CMLサーバ] > [システムツール]の下
で、システムの仕様および動作に関するさまざまな統計を表示し、サーバのステータスとシス

テムサービスをチェックできます。システムログファイルをダウンロードすることもできま

す。

図 6 :システムツールオプション

ユーザーワークスペース管理
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システムログファイルをダウンロードするには、[システムログのダウンロード]をクリック
します。システムログファイルを開いたり保存したり選択できるダイアログボックスが表示

されます。

システム統計情報

Cisco Modeling Labsシステムの使用率と操作に関するさまざまな統計情報を表示することがで
きます。システム統計情報は、ユーザワークスペース管理インタフェースから利用できます。

これは [CML Server] > [System Tools] > [Display Statistics]の下にあります。

次のエリアが含まれています:

表 4 :システム統計情報

説明エリア

1日、1週間、1か月単位でのメモリ使用履歴と、それらの平均およ
び最大使用量の統計を一覧表示します。

[Statistics]

現在のプロジェクトとユーザの数を示します。Projects and Users

先週、先月、および直前 24時間のアクティブなシミュレーションと
ノードの詳細、および現在実行中のシミュレーションとノードの詳細

を一覧表示します。

これらはさらに 2つに分類されます:

Simulations

ユーザーワークスペース管理
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説明エリア

サブタイプとその平均および最大使用率の統計情報を一覧表示しま

す。

Subtype Usage in
Simulations

先週、先月、および直前24時間のシミュレーション/ノード障害数を
一覧表示します。

Simulation/node
Operation Failures

ユーザーワークスペース管理
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説明エリア

先週、先月、および直前 24時間に生成された構成数の詳細を一覧表
示します。これには無効なトポロジの数も含まれます。カテゴリ

[Subtype Usage in Configured Topologies]には、構成リクエストで使
用されたサブタイプと、その平均および最大使用率の統計情報が一覧

表示されます。

AutoNetkit

システムのヘルスステータス

サーバのステータスと動作しているシステムサービスは、[Check Health Status]オプションを
使用してチェックすることができます。これはシステムチェックを実行して、レポートを生成

します。ユーザーワークスペース管理インターフェイスの、[CML Server] > [System Tools] >
[Check Health Status]から利用できます。

[Health Status]ページで利用可能なオプションは、次のとおりです:

• Check Again:ヘルスステータスのチェックを再度実行します。

• Download:ヘルスステータスのログファイルを開くこと、またはダウンロードすることが
できます。

• Display RAW Report:ヘルスステータスのログファイルを画面に表示します。

ユーザーワークスペース管理
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システムの動作チェック

システムの動作チェックでは、システムが完全に機能する状態であることを確認するための一

連のテストを実行します。これらのテストには、コアサービスをすべてチェックすること、お

よび小規模のシミュレーションを開始することが含まれます。その結果により、システムが期

待通りに動作すること、または問題があることを確認し、問題がある場合は、どの分野にある

かを確認できます。テストの完了までは5分ほどかかります。システムの動作チェックはユー
ザーワークスペース管理インターフェイスから利用することができ、これは [CML Server] >
[System Tools] > [System Operation Check]の下にあります。

図 7 :システムの動作チェック

次のエリアをテストします:

表 5 :システムの操作チェックのテスト

説明エリア

テストの実行の詳細を表示するには、各エントリをクリックします。サービス
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説明エリア

テストの実行の詳細を表示するには、各エントリをクリックします。VIRL APIサービス

テストの実行の詳細を表示するには、各エントリをクリックします。シミュレーション

[Summary]テーブルには、テストに合格、不合格、スキップまたは対象外であったことについ
ての詳細が表示されます。

[System Operation Check]ページで利用可能なオプションとしては、次のものがあります:

• [DownloadResults]:システムの動作チェックのログファイルを開く、またはダウンロード
することができます。

• [Rerun Tests]:テストをもう一度実行します。

ダウンロード

ユーザワークスペース管理インターフェイスの中で、CML Server > Downloadの下に示すよ
うに、さまざまな Cisco Modeling Labsのクライアントバージョンと Pythonライブラリをダウ
ンロードできます。
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図 8 :ダウンロード可能なファイル

該当するファイルをダブルクリックしてダウンロードします。

クラスタ (オプション)

図 9 :クラスタ管理コントロール

ユーザーワークスペース管理
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表 6 : CMLサーバのトラブルシューティングツール

説明タブ名

新しく発見されたコンピューティングノードを表示

します。到達できない、またはシャットダウンまた

は強制的に削除されたコンピューティングノードの

横に、電源アイコンが表示されます。

コントロール

接続済みまたは以前に接続されたすべてのコンピュー

ティングノードのステータスを表示します。 <br />
ミニオンは、すべてのdown、up、および登録されたコ

ンピューティングノードを jsonでリストします。形

式）。 <br /> DHCP Leasesは、コンピューティング
ノードに割り当てられた IPアドレスとそのリース時
間を含む、生の DHCP情報をリストします。

Status（ステータス）

クラスタステータス:次の図は、コンピューティング 1ノードが接続され、準備完了状態にあ
ることを示しています。このノードは、[CMLサーバ] > [システム管理] > [クラスタ]の下で
Activeに設定する必要があります。
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図 10 :コンピューティングノード 1ステータス

接続性
ユーザーワークスペース管理インターフェイス内の [Connectivity]ページでは、外部 (FLATと
SNAT)およびプロジェクト管理ネットワークで使用可能なすべてのOpenStackポートの詳細に
ついて説明しています。

• [L2 FLAT IP address allocations] —プロジェクトのために、外部から到達可能な固定 IPア
ドレスを作成します。

• [L3 SNAT IP address allocations]—プロジェクトのために、浮動 IPアドレスを作成します。
浮動 IPは外部から到達可能で、内部の固定 IPアドレスにマッピングされます。

• [Project Management IP address allocations] —選択したプロジェクトの管理ネットワークに
固定 IPアドレスを作成します。この IPアドレスは、ノードに静的に割り当てることがで
きます。
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ポート接続の作成

新しいポート接続を作成するには、次の手順を実行します:

ステップ 1 ユーザワークスペース管理インターフェイスで、[Connectivity]をクリックします。
[Outside Connections]ページに、現在のすべてのポート接続のリストが表示されます。

ステップ 2 接続は [L2 FLAT]、[L3 SNAT]、および [Project Management]という 3つのエリアに分けられます。該当
するグループで [Add]をクリックして、そのタイプの必要なポート接続を作成します。

対応する [Add IP Allocation]ページが表示されます。

ステップ 3 該当するポート接続で必要なフィールドに値を入力します。

説明フィールド接続タイプ

ドロップダウンリストからプロジェ

クトを選択します。

Owning Projectレイヤ 2の FLAT IPアドレスの割り当て

ドロップダウンリストから FLAT
ネットワークを選択します。

FLAT Network

新しいポート接続の名前を入力し

ます。

Name

表示されたプレフィクスで定義さ

れた範囲内のカスタム IPアドレス
を入力するか、このフィールドを

空白にして、自動的なアドレスの

割り当てを受けます。

Fixed IP address

ドロップダウンリストからプロジェ

クトを選択します。

Owning Projectレイヤ 3 SNAT IPアドレスの割り当て

新しいポート接続の名前を入力し

ます。

Name
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説明フィールド接続タイプ

表示されたプレフィクスで定義さ

れた範囲内のカスタム IPアドレス
を入力するか、このフィールドを

空白にして、自動的なアドレスの

割り当てを受けます。

Fixed IP Address

表示されたプレフィクスで定義さ

れた範囲内のカスタム IPアドレス
を入力するか、このフィールドを

空白にして、自動的なアドレスの

割り当てを受けます。

Floating IP Address

新しいポート接続の名前を入力し

ます。

Nameプロジェクト管理

表示されたプレフィクスで定義さ

れた範囲内のカスタム IPアドレス
を入力するか、このフィールドを

空白にして、自動的なアドレスの

割り当てを受けます。

Fixed IP Address

ステップ 4 [Create]をクリックします。

新しい接続が作成され、[Connectivity]ページにその詳細が表示されます。

VM制御ツールの使用 (管理者)
VM制御ツールツールは、システム管理者がユーザワークスペース管理インターフェイスで
発生したトラブルシューティングの問題を解決するのに役立ちます。このツールを使用する

と、システム管理者はアクティブセッションの特定のコンポーネントを停止できます。この

ツールを使用すると、セッションのコンポーネントが通常のシャットダウン方法で削除されな

い場合、システム管理者はブロックされたコンポーネントを削除できます。
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VM制御ノード
[ノード (Nodes)]ページには、すべてのユーザの現在実行中のすべてのプロジェクトのすべて
のノードが一覧表示されます。特定の1つまたは複数のプロジェクトの特定のノードまたはす
べてのノードを削除できます。

図 11 : [ノード (Nodes)]ページ

ステップ 1 特定のノードを削除するには。

a) 該当するプロジェクトのノードリストで、対応するチェックボックスをオンにします。
b) Options列の Deleteをクリックします。
ノードが削除されます。

ステップ 2 特定のプロジェクトのすべてのノードを削除するには。

a) 該当するプロジェクトのノードリストで、対応する Nameチェックボックスをオンにします。

特定のプロジェクトの Nameチェックボックスをオンにすると、プロジェクト内のすべての
ノードのチェックボックスが自動的にチェックされます。プロジェクト内の個々のノードの

チェックを外すことはできません。すべてのノードまたはノードがチェックされません。

（注）

b) Delete Selectedをクリックします。
特定のプロジェクトのすべてのノードが削除されます。

VM制御ネットワーク
[Networks]ページには、すべてのユーザが現在実行しているすべてのプロジェクトの、すべて
のネットワークがリスト表示されます。特定のネットワークを削除することも、特定のプロ

ジェクトのすべてのネットワークを削除することもできます。
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図 12 : [Networks]ページ

ステップ 1 特定のネットワークを削除するには、次の手順に従います:

a) 該当するプロジェクトのネットワークリストで、対応する Nameチェックボックスをオンにします。
b) Options列の Deleteをクリックします。
ネットワークは削除されます。

ステップ 2 特定のプロジェクトのすべてのネットワークを削除するには、次の手順に従います:

a) 該当するプロジェクトのネットワークリストで、対応する Nameチェックボックスをオンにします。

特定の Nameチェックボックスをオンにすると、プロジェクト内のすべてのネットワークの
チェックボックスが自動的にチェックされます。[Networks]ページには、ユーザのプロジェ
クトごとに、青い 2つのネットワークと情報アイコンがリストとして表示されます。これら
2つのネットワークは、プロジェクトの作成時に、プロジェクトのすべてのユーザが使用する
ため特に作成されたものです。これらのネットワークを自動的に再作成することはできませ

ん。プロジェクトを削除して、全体を再作成することが必要になります。これらのネットワー

クは削除しないことを推奨します。Delete Selectedをクリックする前に、これら 2つのネット
ワークのチェックボックスはオフにしてください。

注意

b) Delete Selectedをクリックします。
特定のプロジェクトのすべてのネットワークが削除されます。

VM制御ポートとフローティング IP
[ポートとフローティング IP (Ports and Floating IP)]ページには、すべてのユーザの現在実行
中のすべてのプロジェクトのすべてのポートとフローティング IPが表示されます。特定のプ
ロジェクトまたはプロジェクトの特定のポートまたはフローティング IP、またはすべてのポー
トおよびフローティング IPを削除できます。
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図 13 :ポートとフローティング IPのページ

ステップ 1 特定のポートまたはフローティング IPを削除するには：

a) 該当するプロジェクトのポートまたはフローティング IPリストで、対応するチェックボックスをオン
にします。

b) Options列の Deleteをクリックします。
ポートまたはフローティング IPが削除されます。

ステップ 2 特定のプロジェクトのすべてのポートまたはフローティング IPを削除するには:

a) 該当するプロジェクトのポートまたはフローティング IPリストで、Nameチェックボックスをオンに
します。

特定のプロジェクトの Nameチェックボックスをオンにすると、プロジェクト内のすべての
ポートまたはフローティング IPのチェックボックスが自動的にチェックされます。必要に応
じて、プロジェクト内の個々のポートまたはフローティング IPをオフにすることができま
す。

（注）

b) Delete Selectedをクリックします。
特定のプロジェクトのすべてのポートまたはすべてのフローティング IPが削除されます。

VM制御ホスト
[Hosts]ページには、すべてのコンピューティングサービスとネットワークエージェントがリ
ストとして表示されます。ホストがメンテナンスモードになると、そのノードでのコンピュー

ティングサービスは無効になります。これにより、新しい仮想マシンがそのホストに導入され

ることはなくなります。
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図 14 : [Hosts]ページ

VM制御の割り当て済みポート
[Allocatedport]ページには、システムで現在割り当てられているすべてのポートの詳細がリス
ト表示されます。

図 15 : [Allocated Ports]ページ

Cisco Modeling Labsライセンス（管理ユーザー）
[ユーザワークスペース管理]インターフェイス内で、CiscoModeling Labsライセンスを管理す
ることができます。ライセンスでは、Cisco Modeling Labsで有効なオプションを指定します。

[ライセンス]ページでは、CMLサーバに現在インストールされているすべてのライセンスに
関する詳細を提供します。これらにはライセンス ID、ライセンスのタイプ、ライセンスごと
のノード数、および失効日が含まれます。
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図 16 :ライセンスページ

Cisco Modeling Labsのライセンスの登録
ライセンスを登録するには、次の手順を実行します:

ステップ 1 Cisco Modeling Labsのライセンスキーを含む電子メールを開きます。

ステップ 2 テキストエディタで、添付されている .licファイルを開きます。

ステップ 3 ユーザワークスペース管理インターフェイスで、[Licensesライセンス]をクリックします。
すべての有効なライセンスのリストが含まれている、[Licenses]ページが表示されます。

ステップ 4 [Register License]をクリックして、有効なライセンスを登録します。
[Register License]ページが表示されます。
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図 17 :ライセンスの登録

ステップ 5 .licファイルからライセンスキーをコピーして、[Licenses]テキストエリアにペーストします。

ステップ 6 [Register]をクリックします。
ライセンスが適用されます。

ステップ 7 [Licenses]ページに戻り、新たに登録されたライセンスを確認します。

ノードリソース
[User Workspace Management]インターフェイス内の [Node Resources]の下では、仮想マシン
のランタイムパラメータと仮想マシンのイメージを管理することができます。LXCコンテナ
イメージとテンプレートを管理することもできます。
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図 18 :利用可能なノードリソース

仮想マシンのフレーバー

仮想マシンのフレーバーは、ユーザーワークスペース管理インターフェイス内で、仮想マシン

イメージの作成プロセスの一部として作成されます。フレーバーは、各仮想マシンにおいて、

CPU、メモリ (RAM)の割り当て、ディスク容量、コアの数などを定義するために使用されま
す。

[Flavors]ページでは、フレーバーについて2つの操作を実行することができます。これらの操
作は次のとおりです:

説明動作

新しいフレーバーを作成します。[追加（Add）]

選択したフレーバーを削除します。[削除（Delete）]

仮想マシンフレーバーの作成

新しい仮想マシンフレーバーを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ユーザワークスペース管理インターフェイスの adminモードで [Flavors]をクリックします。
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使用可能なフレーバーのすべての一覧を表示する [Flavors]ページが表示されます。

ステップ 2 [Add]をクリックして、新しいフレーバーを作成します。

[Create Flavor]ページが表示されます。

図 19 :フレーバーの作成

ステップ 3 [Name]フィールドにフレーバーの名前を入力します。

ステップ 4 [RAM]ドロップダウンリストから、フレーバーに割り当てるメモリ量を選択します。

ステップ 5 [Virtual CPUs]ドロップダウンリストから、フレーバーのための仮想 CPU数を選択します。

ステップ 6 [Create]をクリックして、仮想マシンのフレーバーを作成します。

[Flavors]ページが、新たに作成されたフレーバーを含むリストとともに表示されます。

ステップ 7 仮想マシンフレーバーを削除するには、[Options]コラムの下の [Delete]オプションを使用します。

イメージ

ユーザワークスペース管理インタフェースでは、新しい画像を追加したり、既存の画像の詳細

を更新したり、システムから画像を削除することができます。さらに、仮想マシンイメージの

ディスクコンテンツのスナップショットを作成することもできます。この新しく作成された

ユーザ固有のディスクイメージは、他のシミュレートされたセッションで使用できます。
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CiscoModeling Labs 1.5には、CiscoModeling Labsクライアントに組み込まれている次のイメー
ジが含まれています。

• Cisco IOSvソフトウェアリリース 15.6(3)T

• Cisco IOSvレイヤ 2スイッチソフトウェアリリース 15.2 (03.2017)

• Cisco IOS XRvソフトウェアリリース 6.1.3 CCO

• Linuxサーバ (Ubuntu 16.04.3 Cloud-init)

•アンマネージドスイッチ

• Cisco ASAvソフトウェアリリース 9.8.2

仮想イメージの最新のリストについては、「Cisco Modeling Labs 1.5リリースノート」を参照
してください。

FileExchangeには、次のデモイメージがあります。

• Cisco IOS XRv 9000ソフトウェアリリース 6.2.2デモイメージ

• Cisco CSR1000vソフトウェアリリース 16.5.1b XE-basedデモイメージ

• Cisco NX-OSv 9000ソフトウェアリリース 7.0.3.17.1デモイメージ

[イメージ]ページでは、イメージに対してさまざまな操作を実行できます。これらの操作は次
のとおりです。

説明動作

新しい仮想マシンイメージを作成します。[追加（Add）]

選択した仮想マシンイメージの詳細を変更します。修正

選択した仮想マシンイメージを削除します。[削除（Delete）]

仮想マシンイメージの作成

新しい仮想マシンイメージを作成するには、次の手順を実行します:

ステップ 1 ユーザワークスペース管理インターフェイスに adminとしてログインし、[Images]をクリックします。

[Images]ページが表示されます。すべての使用可能な登録済みイメージのリストが含まれています。

ステップ 2 [Add]をクリックして、新しいイメージを作成します。

[Create VM Image]ページが表示されます。
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図 20 : VMイメージの作成

ステップ 3 [Owning Project]ドロップダウンリストから、新しいイメージのための適切なプロジェクトを選択しま
す。

ステップ 4 新しいイメージをプライベートなものにして、所有プロジェクトでのみ利用可能にするには、[Project
Specific]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [Subtype]ドロップダウンリストで、新しいイメージの適切なサブタイプを選択します。

ステップ 6 [Name/Version]フィールドに、イメージの名前またはバージョン番号を入力します。

ステップ 7 [Release]フィールドに、イメージのリリース番号を入力します。

ステップ 8 [Image Source]で適切なものをクリックします。[File on Server]、[URL]または [Local Image File]になり
ます。

ステップ 9 [Image Path]フィールドに、サーバ/仮想マシンのパス (HTTP、FTPまたは TFTP URL)を入力するか、
アップロードするファイルを選択します。

ステップ 10 自分のデバイスからイメージをアップロードするには、[Browse]をクリックして、イメージファイルを
選択します。

ステップ 11 [Create]をクリックして、仮想マシンイメージを作成します。

Cisco Modeling Labsサーバを基準とするイメージファイルの場所によっては、作成プロセスに
しばらく時間がかかることがあります。仮想マシンディスク (VMDK)および QEMUコピーオ
ンライト 2 (QCOW2)イメージ形式の両方がサポートされています。デフォルトのフレーバーが
存在しない場合には、これもイメージの作成プロセスの一部として作成されます。これには、

仮想マシンイメージの CPUおよびメモリ割り当てについての情報が含まれています。

（注）
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[Image] <Image Name>ページが表示されます。これには仮想マシンイメージの詳細と特徴が含まれてい
ます。

ステップ 12 [Images]をクリックして、新しく追加したイメージを確認します。

ステップ 13 仮想マシンの詳細を修正する、または仮想マシンイメージを削除するには、 [Options]カラムの下の、
[Modify]または [Delete]オプションを使用します。イメージがインストールされたた、ユーザはトポロ
ジのシミュレーションで選択できるようになります。

ステップ 14 Cisco Modeling Labsクライアントで、 [File] > [Preferences] > [Node Subtypes]をクリックします。
[Node Subtypes]ダイアログボックスが表示されます。

図 21 :使用可能なノードサブタイプ

ステップ 15 [Node Subtypes]ダイアログボックスで Fetch from Serverをクリックします。
[Confirm]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 16 [OK]をクリックして、現在設定されている Cisco Modeling Labsサーバに基づくノードサブタイプのリ
ストを更新します。

イメージスナップショットの作成

実行中のシミュレーションでLinuxサーバーが存在する場合は、サーバーのディスクコンテン
ツのスナップショットを取ることができます。この新しく作成されたユーザ固有のディスクイ

メージは、他のシミュレートされたセッションで使用できます。

サーバのディスクコンテンツのスナップショットを取得するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ユーザワークスペース管理インターフェイスにログインします。
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Uwmadmin以外のユーザ (たとえば、guest)としてログインする必要があります。（注）

ステップ 2 [概要 (Overview)]ページの [セッション (Sessions)]で、該当する実行中のセッションを選択します。
アクティブな仮想マシンのリストが表示されます。

ステップ 3 該当する仮想マシンイメージを選択し、[オプション (Options)列の下にある [スナップショットの作成 (Create
Snapshot)]アイコンをクリックします。

図 22 :スナップショットアイコンを作成

新しく作成されたスナップショットのプロジェクトの詳細が表示されます。

図 23 :新しく作成されたイメージスナップショット

新しいイメージスナップショットは、[イメージ (Images)]ページの [イメージスナップショット (Image
Snapshot)]セクションに表示されます。
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図 24 :使用可能なイメージスナップショット

イメージスナップショットは、 [プロパティ (Properties)] > [ノード (Node)] > [VMイメージ (VM Image)]
で再利用できます。

コンテナ

ユーザーワークスペース管理インターフェイスの [Containers]ページには、LXCイメージと
テンプレートのリストが表示されます。ここでは、LXCコンテナイメージとテンプレートを
管理できます。

[Containers]ページでは、LXCイメージとテンプレートに関連した様々な操作を行うことがで
きます。操作としては、以下のものがあります。

説明動作

新しい LXCイメージや LXCテンプレートを作成します。[追加（Add）]

LXCイメージの詳細を変更します。修正

必要に応じて LXCイメージやテンプレートを削除します。[削除（Delete）]

LXCイメージを作成します。

新しい LXCイメージを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ユーザワークスペース管理インターフェイスで、[ノードリソース (Node Resources)] > [コンテナ
(Containers)]をクリックします。

使用可能な LXCイメージとテンプレートをすべて一覧表示する [コンテナ (Containers)]が表示されま
す。

ステップ 2 [追加 (Add)]をクリックして、新しい LXCイメージを作成します。
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[LXCイメージを作成 (Create LXC Template)]ページが表示されます。

図 25 : LXCイメージを作成します。

ステップ 3 新しいイメージをプライベートにし、所有するプロジェクトでのみ使用できるようにする場合は、[プロ
ジェクト固有 (Project Specific)]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [サブタイプ (Subtype)]ドロップダウンリストから、新しい LXCイメージに適したサブタイプを選択し
ます。

ステップ 5 [名前/バージョン (Name/Version)]フィールドにイメージの名前またはバージョン番号を入力します。

ステップ 6 [リリース (Release)]フィールドにイメージのリリース番号を入力します。

ステップ 7 適切な[イメージソース (Image Source)]をクリックします。[サーバ上のファイル(File on Server)]、[URL]
または [ローカルイメージファイル (Local Image File)]

ステップ 8 サーバ/仮想マシン上のパス (HTTP、FTP、またはTFTPURL)を入力するか、[イメージパス (ImagePath)]
フィールドにアップロードするファイルを選択します。

ステップ 9 [参照 (Browse)]をクリックしてLXCイメージファイルに移動し、自分のデバイスからイメージをアップ
ロードします。

ステップ 10 LXCイメージを作成するには、[作成（Create）]をクリックします。

ステップ 11 [image(イメージ)]をクリックして、新しく追加したイメージを確認します。

ステップ 12 The [オプション (Options)]列の下にある [変更(Modify)]または [削除 (Delete)]オプションを使用して、
LXCイメージの詳細を修正するか、LXCイメージを削除します。LXCイメージをインストールすると、
ユーザはトポロジシミュレーションを選択できます。
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LXCテンプレートを作成する

新しい LXCテンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ユーザワークスペース管理インターフェイスでNode Resources > Containersをクリックします。

使用可能な LXCイメージとテンプレートをすべて一覧表示する [コンテナ (Containers)]ページが表示さ
れます。

ステップ 2 [追加 (Add)]をクリックして、新しい LXCテンプレートを作成します。

The [Create LXC Template]ページが表示されます。

図 26 : LXCテンプレートを作成する

ステップ 3 新しいイメージをプライベートにし、所有しているプロジェクトでのみ使用できるようにする場合は、

[プロジェクト固有 (Project Specific)]チェックボックスをクリックします。

ステップ 4 [サブタイプ (Subtype)]ドロップダウンリストから、新しい LXCイメージに適したサブタイプを選択し
ます。

ステップ 5 [名前/バージョン (Name/Version)]フィールドにイメージの名前またはバージョン番号を入力します。

ステップ 6 [リリース (Release)]フィールドにイメージのリリース番号を入力します。

ステップ 7 [適切なテンプレートソース (Template Source)]をクリックします。サーバ、URL、またはローカルイ
メージファイルのファイル。

ステップ 8 サーバ/仮想マシン上のパス (HTTP、FTP、またはTFTPURL)を入力するか、[テンプレートパス (Template
Path)]フィールドにアップロードするファイルを選択します。
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ステップ 9 [参照 (Browse)]をクリックして、自分のデバイスからアップロードするLXCイメージファイルに移動し
ます。

ステップ 10 LXCテンプレートを作成するには、[作成（Create）]をクリックします。

ステップ 11 [image(イメージ)]をクリックして、新しく追加した LXCテンプレートを確認します。

サブタイプ

ユーザワークスペース管理インターフェイスの [Subtypes]ページには、統合サブタイプのリ
ストが表示されます。ユーザはこれをテンプレートとして用いて、自分独自のカスタムサブタ

イプを作成することができます。サブタイプの [Specialize]オプションを使用すれば、ユーザ
はサブタイプテンプレートを複製し、必要な点を更新して、新しいカスタムサブタイプを作

成することができます。サブタイプはインポートおよびエクスポートができます。ユーザはカ

スタムのサブタイプを他の Cisco Modeling Labsサーバインストールに適用できます。

[Subtypes]ページでは、サブタイプに対して多くの操作を行えます。これらの操作は次のとお
りです:

説明動作

サブタイプを JSONファイルからインポートします。[インポート
（Import）]

サブタイプを JSONファイルにエクスポートします。[エクスポート
（Export）]

カスタムサブタイプの作成で使用できるサブタイプの重複を許可し

ます。

Specialize

サブタイプのインポート

インポートするサブタイプは、JSONファイル内で利用可能である必要があります。

サブタイプをインポートするには、次の手順に従います:

ステップ 1 [Import]をクリックして、新しいサブタイプをインポートします。

[Import Subtypes]ページが表示されます。

ステップ 2 サブタイプの詳細を JSONファイルからテキストエリアにペーストします。

ステップ 3 [Import]をクリックします。
新しくインポートされたサブタイプは、[Subtypes]ページのリストに含められます。

ステップ 4 (オプション) [Specialize]をクリックして、新しくインポートされたサブタイプに基づいてカスタムサブタ
イプを作成すること、[Modify]をクリックしてサブタイプの詳細を変更すること、または [Delete]をクリッ
クしてサブタイプを削除することができます。
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カスタムサブタイプの作成

カスタムサブタイプを作成するには、次の手順に従います:

ステップ 1 {2}Specialize{2} icon.適用可能なサブタイプに対し、[Options]カラムの下の [Specialize]アイコンをクリッ
クします。

[Specialize Subtype]ページが表示されます。

ステップ 2 必要に応じて、サブタイプのフィールドを更新します。

[Subtypes]ページのデフォルト値を使用することができます。ただし、新しいサブタイプに対し
ては新しい名前を設定する必要があります。

（注）

表 7 :新しいサブタイプのフィールド

説明フィールド

新しいサブタイプの名前を入力します。新しいサブタイプの名前

作成されるプラグインについての説明を入力します。プラグインの説明

管理インターフェイスの名前を入力します。管理インターフェイスの名前

管理インターフェイスと最初のデータインターフェイスの間に挿入さ

れる、ダミーインターフェイスの名前を入力します。

ダミーインターフェイスの名前

インターフェイス名の形式を入力します。たとえば、

GigabitEthernet0/{0}のようになります。
データインターフェイス名のパター

ン

最初のインターフェイスに対し、有効な整数を入力します。最初のデータインターフェイス番

号

インターフェイスの数の可能な最大値を入力します。データインターフェイスの最大数

許可されるラインカード (LC)ごとの、許容されるインターフェイス
の数を入力します。

LCごとのインターフェイス数

許可されるインターフェイスの数を選択します。オプションは0、1、
2、3、および 4です。

シリアルインターフェイス数

コンソール接続のタイプを選択します。オプションは Telnetまたは
SSHです。

ネットワーク CLIのプロトコル

VNCアクセスを有効にします。チェックボックスをオンにすると有
効になります。

VNCアクセスを有効にする

Cisco Modeling Labsクライアントに表示されるサブタイプアイコン
の名前を入力します。

GUIのアイコンの名前
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説明フィールド

CiscoModelingLabsクライアントにサブタイプのアイコンが表示され
るようにします。チェックボックスをオンにすると有効になります。

GUIパレットにサブタイプを表示
する

構成ディスクのタイプを選択します。オプションは cdrom、disk、
cloud-init、iso9660、および vfatです。LXCサブタイプの場合には、
lxcに設定します。

構成ディスクタイプ

cdromディスクの ISO 9660レベルを選択します。オプションは 2、
3、および 4です。

cdromディスクでの ISO 9660レベ
ル

構成ドライブファイルの名前を入力します。構成ドライブのファイル名

仮想インターフェイスのモデルを選択します。オプションはe1000、
virtio、および rtl8139です。

仮想インターフェイスのモデル

メインディスクのバスモデルを選択します。オプションは ide、
virtio、および scsiです。

メインディスクのバスモデル

ノードごとに使用する RAM (MB単位)の量を指定します。ノードごとに割り当てられるRAM
(MB単位)

ノードごとに割り当てられる CPUの数を選択します。値の範囲は 1
～ 16です。

ノードごとに割り当てられる CPU
数

追加のイメージプロパティを入力します。[Create New Image]ページ
を通して、そのサブタイプに追加されるすべてのイメージに対して設

定されます。

追加のカンマ区切りのイメージプ

ロパティ

デフォルトイメージの名前を入力します。デフォルトイメージの名前

VMベースのサブタイプのデフォルトフレーバーの名前と、LXCサ
ブタイプのデフォルトテンプレートの名前を入力します。

デフォルトフレーバーの名前

サブタイプページのデフォルト値をそのまま使用することもできます。ただし、新しいサブタイ

プに対しては名前を入力する必要があります。

（注）

ステップ 3 完了したら、[Create]をクリックして、新しいカスタムサブタイプを作成します。
新しいサブタイプが作成され、その詳細が、新しいサブタイプの [Subtypes]ページに表示されます。

新しく作成されたサブタイプの場合、[Dynamic]列の値は [Yes]に設定されます。これは、サブタ
イプがサーバに組み込まれてはいないので、変更や削除が可能であることを示しています。

（注）

ステップ 4 (オプション)このページでは、[Specialize]をクリックして新たに作成されたサブタイプに基づくカスタム
のサブタイプを作成すること、[Modify]をクリックしてサブタイプの詳細を変更すること、[Delete]をク
リックしてサブタイプを削除することができます。

ステップ 5 [Subtypes]タブをクリックすれば、カスタムサブタイプがページにリスト表示されます。
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クラスタの設定とデフォルト
次の設定要素は、/etc/settings.iniファイルまたは [ユーザワークスペース管理]インターフェイ
スで定義されており、Cisco Modeling Labsの OpenStackクラスタの設定を定義するために使用
されます。

表 8 :クラスタの設定要素

説明デフォルトパラメータ

それぞれ利用可能なコ

ンピューティングノー

ド（1 ~ 8）を Trueに
設定します。

クラスタでコンピュー

ティングノード1の有
無を指定します。

Falsecompute1_active

それぞれ利用可能なコ

ンピューティングノー

ド（1 ~ 8）の Trueに
設定します。

クラスタでコンピュー

ティングノード2の有
無を指定します。

Falsecompute2_active

それぞれ利用可能なコ

ンピューティングノー

ド（1 ~ 8）を Trueに
設定します。

クラスタでコンピュー

ティングノード3の有
無を指定します。

Falsecompute3_active

それぞれ利用可能なコ

ンピューティングノー

ド（1 ~ 8）を Trueに
設定します。

クラスタでコンピュー

ティングノード4の有
無を指定します。

Falsecompute4_active

それぞれ利用可能なコ

ンピューティングノー

ド（1 ~ 8）を Trueに
設定します。

クラスタでコンピュー

ティングノード5の有
無を指定します。

Falsecompute5_active

それぞれ利用可能なコ

ンピューティングノー

ド（1 ~ 8）を Trueに
設定します。

クラスタでコンピュー

ティングノード6の有
無を指定します。

Falsecompute6_active

それぞれ利用可能なコ

ンピューティングノー

ド（1 ~ 8）を Trueに
設定します。

クラスタでコンピュー

ティングノード7の有
無を指定します。

Falsecompute7_active
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説明デフォルトパラメータ

それぞれ利用可能なコ

ンピューティングノー

ド（1 ~ 8）を Trueに
設定します。

クラスタでコンピュー

ティングノード8の有
無を指定します。

Falsecompute8_active

マニュアル
[User Workspace Management]インターフェイス内から、標準 APIおよびユーザーワークス
ペース管理 APIのマニュアルにアクセスすることができます。これらは[User Workspace
Management] > [Documentation]からアクセスできます。

標準 APIにアクセスするには、[STD API]をクリックします。[STD API]ページが表示されま
す。

ユーザーワークスペース管理APIにアクセスするには、[UWMAPI]をクリックします。[UWM
API]ページが表示されます。
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