
使用する前に

• ESCポータルへのログイン（1ページ）
• ESCパスワードの変更 （2ページ）
• ESCポータルダッシュボード（3ページ）

ESCポータルへのログイン

• ESCポータルはデフォルトで有効になっています。インストール時に ESCポータルが無
効になっていないことを確認する必要があります。ESCポータルの有効化または無効化の
詳細については、CiscoESCインストールおよびアップグレードガイド [英語]の「Installing
ESC」を参照してください。

• ESCポータルへの初回ログイン時に、デフォルトパスワードの変更を求められます。

（注）

ESCポータルにログインするには、次の手順を実行します。

始める前に

• ESCのインスタンスを登録します。ESCインスタンスの登録の詳細については、Cisco
Elastic Services Controllerインストールおよびアップグレードガイド [英語]を参照してくだ
さい。

•ユーザ名とパスワードを取得していることを確認します。

手順

ステップ 1 Webブラウザを使用して、ESCの IPアドレスを入力します。

例：

たとえば、ESCの IPアドレスが 192.0.2.254の場合は、次のように入力します。
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https://192.0.2.254 [ https経由でログイン]。ポータルは、デフォルトのセキュリティポート 8443
で実行されます。

セキュリティアラートメッセージが表示されます。

ステップ 2 [Yes]をクリックしてセキュリティ証明書を受け入れます。ログインページが表示されます。

ステップ 3 ユーザ名とパスワードを入力して、[ログイン（Login）]をクリックします。

初回ログイン時には、ログインページが再表示され、パスワードの変更を求められます。

ステップ 4 [古いパスワード（Old Password）]フィールドに古いパスワードを入力し、[新しいパスワード
（New Password）]および [パスワードの確認（Confirm Password）]フィールドに新しいパス
ワードを入力します。

ステップ 5 [パスワードの更新（Update Password）]をクリックするか、Enterを押します。

•ポータルが応答しなくなった場合は、ESCADMツールから escadmportal restartを
実行してポータルを再起動します。

• ESCポータルは 1人のユーザのみをサポートします。

•現在、事前インストールされた自己署名証明書はHTTPSをサポートしています。
ESCポータルの処理を進める前に、ユーザは自己署名証明書を確認する必要があ
ります。

• HTTPS通信モードでは、OpenStackによって返される URLプロトコルタイプが
HTTPSではない場合、VNFコンソールへのアクセスが無効になることがありま
す。セキュリティ上の理由から、HTTPSで実行中は、非セキュアな通信は拒否
されます。

（注）

ESCパスワードの変更
初回ログイン時にデフォルトのパスワードを変更する必要があります。この手順を飛ばすこと

はできません。デフォルトのパスワードを変更するまでこのページに戻ります。初めてパス

ワードを変更した後は、このセクションで説明する手順を使用してパスワードを変更できま

す。また、ユーザが複数のブラウザまたはタブを使用している場合、または同じユーザが2台
以上のコンピュータでログオンしている場合、ユーザの1人がパスワードを変更すると全員が
ログオフされ、新しいパスワードの再入力が求められます。ポータルで 20分以上アイドル状
態になると、ユーザはログアウトされます。ポータル環境ファイルでユーザのアイドルタイム

アウトを設定できます。パスワードを忘れた場合は、パスワードをリセットすることもできま

す。

ここでは、ポータルパスワードの変更方法について説明します。
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ESCポータルパスワードの変更
ポータルから既存の ESCポータルパスワードを変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ユーザ名とパスワードを使用して ESCポータルにログインします。

ステップ 2 画面右上隅のユーザーアイコンをクリックします。

ステップ 3 [アカウント設定（Account Settings）]をクリックします。アカウント情報とパスワードを更新
するページが表示されます。

ステップ 4 [パスワードの更新（Update Password）]をクリックします。

ステップ 5 [古いパスワード（Old Password）]フィールドに古いパスワードを入力し、[新しいパスワード
（New Password）]および [パスワードの確認（Confirm Password）]フィールドに新しいパス
ワードを入力します。

ステップ 6 [CREATE]をクリックします。

次のタスク

CLIなどを使用してパスワードを変更する方法については、『Cisco Elastic Services Controller
Install and Upgrade Guide』を参照してください。

ESCポータルダッシュボード
CiscoElastic ServicesControllerダッシュボードには、テナント、フレーバー、イメージ、展開、
着信要求、通知、システムの正常性の視覚的なインジケータなど、管理対象のすべての ESC
リソースが表形式で表示されます。次のダッシュボード要素は、データとシステムの正常性を

経時的に追跡、監視、および診断するのに役立ちます。

ダッシュボードは、ダッシュボードを表示するシステムが専用のシステムであり、ポータル

サーバを実行しているシステムとは異なる場合があるモニタリングデスクコンテキストで使

用するのが最適です。ダッシュボードシステムは、ポータルサーバを実行しているシステムを

ブラウザでポイントする必要があります

異常なスパイクやアクティビティの低下に気付いた場合は、ネットワーク上で通信障害や停電

が発生して調査する必要があります。

HAスイッチオーバーの場合、ユーザはログアウトしてからログインしてポータルリソースを
表示する必要があります。

次の表に、ポータルで確認できる詳細を示します。
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これらのタスクは、NB APIを使用して実行することもできます。詳細については、Elastic
Services Controller NB APIを参照してください。

（注）

表 1 :ポータルの詳細

説明Navigateタスク

すべての管理対象 ESCリソー
ス、通知、システム設定、お

よびシステムの正常性の概要

が表示されます。

[ダッシュボード（Dashboard）]を選
択します。

ダッシュボードを表示

する

ポータルで ESCから受信した
通知が表示されます。

[通知（Notifications）]を選択するか、
ポータルの右上隅にある通知アイコ

ンをクリックします。

通知を表示する

VNFを展開します。

ドラッグアンドドロップ機能

を使用すると、既存の展開

データモデルを取得し、展開

テーブルにファイルをドラッ

グして再利用できます。テー

ブルのツールバーにある[XML
のアップロード（Upload
XML）]を使用して、ファイル
システムから適切なファイル

を参照することもできます。

XMLファイルのみ
受け入れられます。

（注）

ドラッグアンドドロップ機能

は、現時点では RESTコール
を実行し、NETCONFコール
は実行しません。

[展開（Deployments）]を選択します。

フォームを使用して

VMware vCenterに VNFを
展開するには、「フォーム

を使用した展開」を参照し

てください。

重要

VNFを展開する

現在展開されている展開の概

要が表示されます。展開の名

前とステータス、およびその

展開に展開されている VMの
数を表示できます。

[展開（Deployments）]を選択し、テー
ブルから展開を選択します。

• [VMグループの表示（View VM
Groups）]をクリックします。モ
ニタリング、スケーリングなど

の詳細、およびその他の情報は、

対応するタブで確認できます。

既存の展開を表示する

（OpenStackとVMware
vCenterの両方）
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説明Navigateタスク

VIM ID、VIMのタイプ、VIM
のステータス、プロパティ、

およびVIMユーザを含むVIM
のリストが表示されます。

[リソース（Resources）] > [VIM
（VIMs）]の順に選択します。

VIMを表示する

テナントの名前、説明、およ

び IDを含む、テナントのリス
トが表示されます。

ESCは、VMware
vCenterでのマルチテ
ナント機能をサポー

トしていません。

VIMでのリソースの
作成に失敗した場

合、ポータルはリ

ソースの自動ロール

バックを実行しま

す。（競合する依存

関係が原因で）場合

によっては、ロール

バック障害通知が表

示された後で、テナ

ントを手動で削除す

る必要があります。

重要

[リソース（Resources）] > [テナント
（Tenants）]の順に選択します。

テナントを表示する

（OpenStackのみ）

選択したリソースのイメージ

のリストが表示されます。

[リソース（Resources）] > [イメージ
（Images）]の順に選択します。

VNFイメージを表示す
る

選択したリソースのフレー

バーのリストが表示されま

す。

[リソース（Resources）]> [フレーバー
（Flavors）]の順に選択します。

VNF展開フレーバーを
表示する（OpenStackの
み）

サブネットワークとインター

フェイスのネットワークごと

に、ネットワークの詳細、テ

ナント名、ネットワーク ID、
ネットワークタイプなどが表

示されます。それぞれの名

前、ネットワーク ID、テナン
ト IDなどの詳細を確認できま
す。

[リソース（Resources）]> [ネットワー
ク（Networks）]の順に選択します。

ネットワークを表示す

る
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説明Navigateタスク

サブネットワークごとにサブ

ネットワークの詳細、ネット

ワーク ID、サブネット IDな
どが表示されます。

サブネットワークと

インターフェイスの

タブは、OpenStack
でのみ使用できま

す。

ESC VMの初回起動
時に、ネットワーク

およびサブネット

ワークの作成フォー

ムに空のテナントコ

ンボボックスが表示

されることがありま

す。テナントを正し

くロードするには、

ページを更新しま

す。

（注）

[リソース（Resources）] > [サブネッ
トワーク（Subnetworks）]の順に選択
します。

サブネットワークを表

示する（OpenStackの
み）

インターフェイスごとにイン

ターフェイスの詳細、ネット

ワーク ID、サブネット ID、
VM名などが表示されます。

[リソース（Resources）] > [インター
フェイス（Interfaces）]の順に選択し
ます。

インターフェイスを表

示する（OpenStackの
み）

スイッチ、スイッチの名前、

説明、UUID、およびホストの
リストが表示されます。

[リソース（Resources）] > [スイッチ
（Switches）]の順に選択します。

スイッチの詳細を表示

する（VMware vCenter
のみ）

事前設定済み展開テンプレー

トを作成します。

[システム（System）] > [展開テンプ
レート（Deployment Template）]の順
に選択します。

展開テンプレートを使

用してVNFを展開する

トランザクション IDや要求の
詳細など、ESCへのすべての
着信要求が一覧表示されま

す。

[システム（System）] > [着信要求
（Incoming Requests）]の順に選択し
ます。

ESCへの着信要求を表
示する
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説明Navigateタスク

VMの設定、モニタリングルー
ル、VM展開中のポリシーの
適用などに使用されるすべて

の設定パラメータが一覧表示

されます。

[システム（System）] > [設定
（Configuration）]の順に選択します。

設定を表示する

ESCの起動に使用されるすべ
ての起動パラメータが一覧表

示されます。

[システム（System）]> [起動パラメー
タ（Boot Parameters）]の順に選択し
ます。

起動パラメータを表示

する（OpenStackのみ）

オペレーティングシステム

（OS）、OSのバージョン、シ
ステム稼働時間、RAM、スト
レージなどのホストの詳細が

一覧表示されます。

[システム（System）] > [ホストの詳
細（Host Details）]の順に選択しま
す。

ホストの詳細を表示す

る（OpenStackのみ）

ESCの正常性、CONFDステー
タス、動作ステータス、およ

びその他の詳細が表示されま

す。

[システム（System）] > [正常性
（Health）]の順に選択します。

ESCの正常性を表示す
る（OpenStackのみ）

ログメッセージをダウンロー

ドできます。

[システム（System）] > [ログ
（Logs）]の順に選択します。

ログをダウンロードす

る

仮想化インフラストラクチャ

で実行されているすべての

VM。

[インフラストラクチャ
（Infrasctructure）] > [インスタンス
（Instances）]の順に選択します。

インフラストラクチャ

の詳細を表示する

（OpenStackのみ）

仮想化インフラストラクチャ

で実行されているすべてのハ

イパーバイザ。

[インフラストラクチャ
（Infrasctructure）] > [ハイパーバイザ
（Hypervisors）]の順に選択します。

ハイパーバイザを表示

する（OpenStackのみ）

VNFを展開解除します。• [展開（Deployments）]を選択し
ます。

•テーブルから展開を選択し、テー
ブルのツールバーの [X]をクリッ
クして展開を解除します。

VNFを展開解除する

すべての仮想データセンター

のリストが表示されます。

[リソース（Resources）] > [データセ
ンター（Datacenters）]の順に選択し
ます。

VDCを表示する
（VMware vCenterの
み）
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ESCポータルのページを小さな画面で表示すると、テーブルのフォーマットに問題が生じるこ
とがあります。テーブルを正しく表示するには、ブラウザ画面が 15インチ以上である必要が
あります。

（注）

[システムパネル（System Panel）]は、次のタブで構成されています。

• [パフォーマンス（Performance）]：パフォーマンスデータが表形式およびグラフ表示で表
示されます。

• [ストレージ（Storage）]：ディスクの使用状況が表示されます。

• [vCPU使用状況（vCPU Utilization）]：ESC VMの vCPUの使用状況が表示されます。

• [正常性（Health）]：ネットワーク、データベース、tomcatなど、さまざまな ESCプロセ
スの正常性が表示されます。

• [ホストの詳細（Host Details）]：オペレーティングシステム（OS）、OSのバージョン、
システム稼働時間、RAM、ストレージの詳細などのホストの詳細が表示されます。

[Notifications]

[通知（Notification）]ページには、ESC展開に関するすべての通知が一覧表示されます。

•エラーイベント：

[通知（Notification）]ページからエラーイベントを選択し、[詳細情報の表示（View More
Info）]をクリックして、エラーイベントの完全なレポートを表示します。

明示的なエラーメッセージを含むエラーイベントには、詳細レ

ポートはありません。

（注）

完全なレポートは、RESTAPIを使用して生成することもできます。troubleshooting-Idは、
レポートを生成するために ESC-Status-Messageに含まれています。

•通知のクリア：

通知を日付でソートして、削除できます。すべての通知を削除するには、[通知のクリア
（Clear Notifications）]をクリックします。
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