
Cloud VPNサービスパックの使用を開始す
る

VMSプラットフォームまたはサービスパックのインストールとサービスパックのDay0-config
のカスタマイズの詳細については、『 Cisco VMS 3.2 Installation Guide』を参照してください。

この章は、次の内容で構成されています。

• VMSポータルへのログインとログアウト（1ページ）
•ダッシュボードの使用方法 （2ページ）
•サービスリクエストの承認の有効化（3ページ）
•テナントとテナントグループ、およびユーザの管理（4ページ）

VMSポータルへのログインとログアウト
VMSユーザインタフェイスにログインするには、Webブラウザのアドレスフィールドに次の
URLを入力します。server-ipは、VMSサーバの IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN)
名です。

https://<server-ip>/vmsまたは https://www.example.com/vms

ネットワーク設定に応じて、ブラウザを初めて Cisco VMS Webサーバに接続するときは、ク
ライアントブラウザを更新してサーバのセキュリティ証明書を信頼する必要があります。これ

により、クライアントと Cisco VMS Webサーバ間の接続のセキュリティが保証されます。

ユーザインターフェイスで可能な表示と操作は、ユーザアカウント権限によって決定されま

す。CiscoVMSユーザとそのユーザが実行できるアクションについては、ユーザロールの管理
を参照してください。

ログアウトするには、サービスインターフェイスの左側のペインで、[ログアウト（Logout）]
をクリックします。
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ダッシュボードの使用方法
Cisco仮想マネージドサービスポータルへログインすると、ダッシュボードにアクセスできま
す。ここでは統合ビューで、サブスクリプション、サービスのステータス、および承認リクエ

ストを確認できます。ダッシュボードにアクセスするには、サービスインターフェイスの左側

のペインから [Dashboards]をクリックします。アクセス権を持つダッシュレットのデータの
み表示できます。管理者権限を持つユーザーの場合、すべてのユーザーの入力データと VMS
で使用可能なすべてのダッシュレットを表示できます。ダッシュボードのデータを更新するに

は、[ダッシュレットのリロード（Reload Dashlet）]アイコンをクリックします。

VMSで使用可能なダッシュレットは、次の通りです。

•サブスクリプション:

デフォルトで、ダッシュボードには、サービスタイプでソートされたサブスクリプショ

ン、顧客、ステータス、問題の数、および問題のステータスが表示されます。また、この

ダッシュボードには、サービスパック固有のサブスクリプションと、Up、Down、
Unregistered、Ordering、Updating、および Sitesといったサービスの詳細も表示されます。

サービスパックの特定のサブスクリプションページのそれぞれも、詳細なサービスペー

ジにリンクされています。毎月の使用量、パフォーマンス測定指標およびサービスの作成

とプロビジョニングについてのログを表示するには、[All CloudVPNServices]をクリック
します。このページの詳細については、「サービスのステータスと使用料の監視」を参照

してください。

•承認:

新しいサービス注文の送信時、プロビジョニングされる前に、サービス要求は承認プロセ

スを通過します。リクエストの承認また他は拒否を行えるのは、承認担当者のユーザまた

は承認権限を持つユーザだけです。通知を有効にすると、承認担当者には保留中の承認が

通知されます。このダッシュボードには、保留中の承認のリストが表示されます。詳細に

ついては、「クラウド VPNサービスの注文を行う」の章にあるサービス要求の承認また
は拒否のセクションを参照してください。

承認ダッシュレットは、サービスの定義が VMSにインポートさ
れる前に、承認プロセスがサービスオファーレベルで有効になっ

ている場合にのみ表示されます。サービスオファーの承認の有効

化に関する詳細は、「サービスリクエストの承認の有効化」を参

照してください。

（注）

•デバイス管理:

このダッシュボードには、注文されたデバイスのタイプとそのステータスおよびサービス

タイプごとの展開済みデバイスが表示されます。登録解除、登録、プロビジョニング、注

文、更新、プロビジョニング障害、アップ、ダウン、不明などさまざまな状況のデバイス
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のリストが表示されます。デバイスを登録する方法については、「クラウド VPNデバイ
スの登録」を参照してください。

サービスリクエストの承認の有効化
承認メタデータはサービスオファーレベルで有効になっています。管理者権限を持つユーザ

のみ、承認が有効にすることができます。このメタデータは、消費サービス APIで [インポー
ト]サービス POSTリクエストを使用してインポートする必要があります。

承認を有効にするには、次のメタデータを、ConsumeServiceAPIのインポートサービスPOST
リクエストの 'offers'セクションに追加します。

APIの詳細については、[VMS portal] > [Account Settings]でアクセスできる Swaggerのマニュ
アルを参照してください。

"approvals": {
"supportedApprovalOperations": [

"NEW_ORDER","UPDATE_ORDER","DELETE_ORDER"

承認に関連した、許可済みの操作 (新規サービス、サービスの更新、登録解除)を編集するに
は、同じ APIを使用できます。サービス提供に関連した承認機能を有効にした後は、
APPROVE_SERVICE権限を持つすべてのユーザが、サービスリクエストの承認または拒否を
行えます。

承認メタデータを含む CVPNサービスの ConsumeService APIの例を次に示します。

{
"id": "16daba64-f788-4138-8977-6d5def97e16a",
"name": "cloudvpn",
"configuration": {},
"options": [],
"properties": [],
"offers": [
{
"id": "17b1d14c-60ee-4cce-8475-b9e2bb0fa9a8",
"name": "basic",
"approvals": {
"supportedApprovalOperations": [

"NEW_ORDER","UPDATE_ORDER","DELETE_ORDER"
]

}
},
{
"id": "ab0ef666-965a-4c20-b97e-709ab66394f8",
"name": "medium",
"approvals": {
"supportedApprovalOperations": [

"NEW_ORDER","UPDATE_ORDER","DELETE_ORDER"
]

}
},

"offers": [
{
"id": "17b1d14c-60ee-4cce-8475-b9e2bb0fa9a8",
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"name": "basic",
"approvals": {
"supportedApprovalOperations": [

"NEW_ORDER","UPDATE_ORDER","DELETE_ORDER"
]

テナントとテナントグループ、およびユーザの管理
VMSのマルチテナントアーキテクチャは、テナントで保存されているデータを分割する機能
を提供します。テナントを定義したときに、データはテナントで分割されます。これはクラウ

ドまたは管理サービスプロバイダが一連のインフラストラクチャサーバで多くの小規模な顧

客設定を柔軟に統合させながら、各テナントにデータセキュリティおよびプライバシーを提供

します。

テナントを設定する際に知る必要があるキーポイントは、次のとおりです。

•テナント管理者の場合は、テナントオブジェクトによってデータにリンクされます。

•テナントオブジェクトには、すべてのクラスタ間で一貫性があり固有である必要がありま
す。

•テナント管理者は別のテナントのデータを表示または変更できません。

テナントの管理

VMSのマルチテナントアーキテクチャは、テナントに保存されているデータを分割する機能
を提供します。テナントを定義すると、データはテナントで分割されます。これはテナントご

とのデータのセキュリティとプライバシーを可能にします。その一方で、クラウドまたはマ

ネージドサービスプロバイダは、多くのより小さいカスタマ設定をインフラストラクチャサー

バのセットに統合するという柔軟性を持てます。

テナントを管理する際に知っておくべき主要なポイントとしては、次の事柄があります:

•テナントの管理者は、テナントオブジェクトによって、データにリンクされます。

•テナントオブジェクトは、すべてのクラスタ全体で一意である必要があります。

•テナント管理者は、他のテナントのデータを表示または変更することはできません。

•テナント管理者には、1つ以上のテナントを管理できます。

新しいテナントの詳細は、次の手順で追加できます。顧客のユーザを追加する際には、ユーザ

をテナントに関連付ける必要があります。

ステップ 1 Cisco VMSポータル (サービスインターフェイス)にログインします。

ステップ 2 サービスインターフェイスの左ペインから、[Tenants]をクリックして、[Manage Tenants]ページに既存
のテナントとその詳細のリストを表示します。
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ステップ 3 [Add Tenant]をクリックして、顧客の名前と説明、電子メールアドレス、Webサイトの URL、および連絡
先番号を入力します。

ステップ 4 [Save]をクリックします。新しい顧客の詳細が [Manage Tenants]ページに表示されます。

必要であれば、([Action]で)顧客の詳細を更新することもできます。

さらに、テナントの作成、変更または削除の機能を無効にすることもできます。詳細については、「統合

の設定」を参照してください。

テナントは、すべてのユーザに関連付けられていない場合にのみ、削除することができます。（注）

テナントグループの管理

テナントを作成したら、テナントグループを設定できます。これは、サービス拡張のパラメー

タ値などのような、共通した機能のリストを割り当てる目的で共にグループ化された、テナン

トの集まりのことです。

テナントグループを管理するには、次の手順に従います:

始める前に

ステップ 1 Cisco VMSポータルにログインします。

ステップ 2 サービスインターフェイスの左側ペインで [Tenant Groups]をクリックして、[Manage Tenant Groups]ウィ
ンドウにテナントグループのリストと、その詳細を表示します。

ステップ 3 [Add Tenant Group]をクリックします。

ステップ 4 テナントグループの名前と説明を入力します。

ステップ 5 テナントグループに追加するテナントを選択します。

テナントは、1つのテナントグループにしか関連付けることができません。[テナント (Tenant)]
ドロップダウンには、テナントグループに関連付けられていないテナントのみが一覧表示されま

す。

（注）

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

ユーザの管理

この手順を使用して、新しいユーザの詳細を追加し、ユーザに適切な役割を割り当て、新しい

ユーザをテナントに関連付けることができます。
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シングルサインオンを選択し、IDプロバイダを使用する場合は、ユーザの作成と変更を無効
にすることができます。下の手順では、ローカルユーザーアカウントの使用について説明し

ます。

（注）

ステップ 1 Cisco VMS Portalにログインします。

ステップ 2 サービスインターフェイスの左ペインから、[ユーザ]をクリックすると、[ユーザを管理 (Manage User)]
ウィンドウにユーザの詳細が表示されます。

ステップ 3 [ユーザの追加 (AddUser)]をクリックし、名、姓およびユーザ ID、電子メールアドレス、連絡先番号など
の詳細を入力します。

ステップ 4 役割を割り当てるには、ドロップダウンの使用可能なオプションから、[割り当てられたロール (Assigned
Roles)]ドロップダウンから選択して選択します。1つ以上のロールをユーザに関連付けることができます。

ステップ 5 [アソシエイトテナント (Associate Tenants)]ドロップダウンリストからテナントを選択します。1人または
複数のテナントをユーザに関連付けることができます。

ステップ 6 [Save (保存)]をクリックします。新しいユーザの詳細が [ユーザを管理 (ManageUser)]ウィンドウに表示さ
れます。
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