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1

章

Cisco 仮想マネージド サービス (VMS) の使
用を開始する
Cisco 仮想マネージド サービス (VMS) はオープンなソフトウェア プラットフォームで、サー
ビス プロバイダが物理および仮想ネットワーク要素にわたるサービスを作成し、管理すること
を可能にします。VMS ソリューションは、ネットワーク機能の仮想化を活用しており、サー
ビス プロバイダがその顧客に対して、セルフサービス ポータルを通して容易にカスタマイズ
ができる、サービスの柔軟な選択肢を提供することを可能にします。これにより、サービス作
成、顧客の獲得、サービスの履行のためのコスト、修復のための時間、およびメンテナンスの
負担を軽減します。Cisco VMS ソリューションによって、ユーザは、さまざまなユース ケース
とサービス トポロジに適した、エンドツー エンドのプロビジョニングを自動化することがで
きます。VMS の各リリースは、特定の使用例に合わせたオーケストレーションが可能な、す
ぐに使用できる機能を提供しています。これらはサービス パック (SDWAN、vBranch、管理対
象デバイスなど) とも呼ばれます。VMS のサービス パックは、パッケージ済みのソフトウェア
機能で、エンドツーエンドのサービス作成を完全に自動化します。これには注文、サービス
チェーン、オーケストレーション、サービス保証、ユーザのセルフケア、リアルタイムのパ
フォーマンス レポート、およびユーザ定義のポリシー変更が含まれます。これらの完全に検証
済みのサービス レベル パッケージを使用すれば、エンド カスタマは、サービス プロバイダか
ら提供されているクラウドベースのマネージド サービスを素早くオンにし、コントロールし、
確実にすることができます。VMS ソリューションの詳細については、『Cisco 仮想マネージド
サービス (VMS) ソリューションの概要ガイド』を参照してください。
VMS の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については、『Cisco VMS の
インストール ガイド』の最新バージョンを参照してください。 cisco.com から入手できます。
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 （2 ページ）
• Cisco VMS でのパスワード ポリシーの設定 （2 ページ）
• サービス リクエストの承認プロセスを有効にする （4 ページ）
• アウト バウンド API の統合の設定 （5 ページ）
• イベント通知の有効化 （6 ページ）
• アナウンスの設定 （9 ページ）
• サービス契約条件を定義する （9 ページ）
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Cisco 仮想マネージド サービス (VMS) の使用を開始する
VMS ポータルへのログインとログアウト

VMS ポータルへのログインとログアウト
VMS ポータル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 アカウント権限によって、ユーザ インターフェイスで表示および実行できる内容が決
まります。Cisco VMS 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、VMS ポータルの左ペインで [ログアウト (Logout)] をクリックします。

Cisco VMS でのパスワード ポリシーの設定
VMS の管理者ユーザは、パスワードの強度、パスワードの最小/最大文字数、アカウント ロッ
ク、パスワード履歴、パスワード エージングなど、パスワード ポリシーに関して様々な設定
を定義することができます。
デフォルトでは、VMS で 2 つのデフォルト ポリシーが使用可能になっています。管理者ユー
ザは、これらの既存のポリシーを変更したり、新しいポリシーを作成したりすることができま
す。導入時に作成されるデフォルト ポリシーは次のとおりです:
• ppolicy_default : コンシューマ ユーザに適用されます
• ppolicy_strong : 管理者アカウントに適用されます
パスワード ポリシーを定義するには、ユーザ管理サービス API の [IDM User Controller] セク
ションの [PwdPolicy] POST API を使用します。ユーザ管理サービス API についての詳細は、
[VMS portal] > [Account Settings] > [Swagger] > [SFI SDK] > [User Management Service API] か
らアクセスできる、Swagger のマニュアルを参照してください。
VMS では、次のパスワード ポリシーの設定が使用可能です:
• パスワード強度 (characterRule) : この設定は、強力なパスワードで重要な一連のガイドラ
インを決定します。
• パスワードの長さ (lengthRule) : パスワード長の最小値と最大値を決定します。
• アカウント ロック (accountLocking) : この設定は、ユーザ アカウントのロックアウトを制
御します。この設定を使用して、一定の期間内 (lockoutFailIntervalSec) に許可される、無
効なパスワードの試行回数 (lockoutFailCount) を制御できます。試行回数を超過した場合、
アカウントは指定された期間 (lockoutDurationMin) だけロックされます。
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• パスワード履歴 (historyRule): この設定は、事前定義された期間内に、以前のパスワード
を再利用することを禁止します。
• パスワード エージング ルール (agingRule): この設定は、既存のパスワードが有効な期間
を制御します。VMS では、次のパスワード エージング設定が使用可能です。
• パスワード有効期限警告期間 (expireWarningSec) : この設定では、パスワードの有効
期限が切れるまでの秒数を設定できます。このポリシーでは、ユーザのパスワードの
有効期限が切れる前に、電子メールによる通知が送信されるように設定することもで
きます。pwdExpireWarning パラメータを使用して、いつユーザにパスワードの起源
切れ通知が送られるかを定義することができます。この時間間隔が 0 に設定されてい
る場合、警告メッセージは送信されません。有効期限が切れる前であれば、ユーザは
いつでも、自分のパスワードを変更できます。期限が切れた場合、VMS を使用する
には、パスワードを変更する必要があります。
• パスワードの猶予期間 (graceAuthNLimit): この設定は、パスワードの有効期間の制限
を超えた後に許される、猶予ログイン数を定義します。このポリシーでは、有効期限
が切れたパスワードでも、認証に使える回数を設定できます。ユーザがこの猶予期間
中にアカウントにログインしようとすると、パスワードを変更することを求める警告
メッセージが表示されます。猶予認証の回数が定義されていないか、その回数を越え
た場合、アカウントへのログインは失敗し、システムは、"Your password expired. Please
Reset your password" というエラー メッセージが表示されます。
• パスワードの有効期間 (maxAgesec): この設定は、パスワードの有効期限が切れるまで
の秒数を指定します。パスワードの有効期限を設定しない場合は、値を 0 に設定しま
す。
• パスワードの最小有効期間 (minAgesec) : この設定は、パスワードを変更してから次回
変更できるまでの秒数を指定します。いつでもでもパスワードのリセット/変更を行え
るようにする場合は、値を 0 に設定します。
次に示すのは、ppolicy_default のサンプル実装です。
{
"policies": [
{
"name": "ppolicy_default",
"description": "PHI ppolicy_default",
"characterRule": {
"enabled": true,
"minDigit": 1,
"minLowercasechars": 1,
"minUppercasechars": 1,
"minSpecialchars": 1
},
"lengthRule": {
"enabled": true,
"minLength": 8,
"maxLength": 16
},
"accountLocking": {
"enabled": true,
"lockoutDurationMin": 30,
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"lockoutFailCount": 3,
"lockoutFailIntervalSec": 60
},
"historyRule": {
"enabled": true,
"passwdhistorycount": 10,
"passwdhistorydurationMonth": 60
},
"agingRule": {
"enabled": true,
"graceAuthNLimit": 3,
"maxAgeSec": 10368000,
"minAgeSec": 86400,
"expireWarningSec": 1209600
}
}
]

サービス リクエストの承認プロセスを有効にする
承認機能が Cisco 仮想マネージド サービスで有効になっている場合、関連する許可を持ってい
るユーザーは、サービスリクエストの承認または拒否を行うことができます。
承認者は、次の要求タイプを承認または拒否することができます:
• 新しいサービス リクエスト
• 既存のサービス リクエストのを更新
• サービスのキャンセル リクエスト
ユーザの承認を有効にするために必要な権限の詳細については、『Cisco 仮想マネージド サー
ビス (VMS) 3.3 プラットフォームおよびサービス パック、権限についての付録』を参照してく
ださい。
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る必要があります。このメタ
データは、Consume Service API の 'Import' 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、Consume Service API 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。
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次に示すのは、承認メタデータを含む、ConsumeService API のサンプルです。
{
"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",
"name": "basic",
"approvals": {
"supportedApprovalOperations": [
"NEW_ORDER","UPDATE_ORDER","DELETE_ORDER"
]

アウト バウンド API の統合の設定
次の手順を使用して、ビジネス サポート セット (BSS)、Representational State Transfer （REST）、
およびアウト バウンド API コールの設定の詳細情報を入力できます。
手順

ステップ 1 サービス インターフェイスの左ペインで [Settings] をクリックします。
ステップ 2 [Integrations] タブで、次の属性を有効または無効にします:
• [Support] - クラウド サービス ポータル経由でナレッジ アーティクルを読み、サポート チ
ケットを生成します。
• [Manage Users] - クラウド サービス ポータル経由でポータルのユーザの追加および削除を
行います。
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• [User and Tenant] ビュー ([Identity] の下) - これらの属性を無効にすると、それぞれ、ユー
ザとテナントの作成、変更、または削除を行えなくなります。表示できるのは、ユーザと
テナントのみです。[Show Profile] オプションを有効にすることもできます。
ステップ 3 [REST Configuration] タブをクリックすれば、統合システムの認証モードの詳細を設定するこ
ともできます。
ステップ 4 必要に応じて、[Basic] または [OAuth 2] を選択してください。
• [Basic] を選択した場合には、統合システムのユーザ ID とパスワードを入力します。
• [OAuth 2] を選択した場合にはクライアント ID、パスワード、トークン リクエスト URL、
HTTP メソッド、トークン検証ヘッダ、トークン ヘッダの形式とその他の必要な詳細情報
を入力します。
ステップ 5 [Save] をクリックして、認証の詳細を保存します。
ステップ 6 [API Context] の下の [Outbound API] タブでは、[Base Context] 属性のアウトバウンド API コー
ル用のベース コンテキスト URL を入力します。
a)

[APIs] エリアでは、API の [Allowed Values] (許可されている値)、[Pricing Options] (価格オ
プション)、[Accessible Services] (アクセス可能なサービス)、[Service Cancellation] (サービ
スのキャンセル)、[Notification URL] (通知 URL) を変更できます。[Update]をクリックし
て変更を保存します。

ステップ 7 [UseCase API] エリアでは、ユース ケース API の動作を検証できます。

イベント通知の有効化
電子メールまたは REST API 経由でさまざまなイベント通知を有効にすることができます。
Cisco VMS は、特定のイベントの発生時に通知をトリガするサポートを提供します。

（注）

• メール通知以外に REST API を使用する場合、REST 通知の送信に関する設定された連携、
REST 設定の詳細、アウトバウンド API の詳細を確認します。詳細については、「アウト
バウンド API の統合の設定」セクションを参照してください。
• REST およびメール通信 モードは、次のイベントのリストすべてでサポートされていま
す。ただし、イベントのエンド ユーザー パスワードのリセット リンクのメール通知のみ
（REST ではない）サポートされています。
• メール クライアントを設定している場合のみメール通知が送信されます。
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表 1 : イベント一覧

受信者

Event

コンシューマ、オペレータ、または管理者

パスワードがリセットされます。

リモート ユーザ

• リモート ユーザを作成または削除しま
す。
• ユーザー ID がアクティブまたは非アク
ティ/中断しています。
• パスワードのリセット

サービス プロバイダー

• サイトの更新

エンド ユーザ

• サイトを削除
• サイトを追加する
• テナントが追加されました。
• テナントが更新されました。
• テナントを削除されました。
• リクエスタの保留中の承認。
• 承認者の保留中の承認。
• サービスが承認または拒否されました。
• デバイスが追加されました。
• デバイスが削除されました。
• デバイスのみの購入。
• デバイスが更新されました。
• デバイスが登録されました。
• エンド ユーザーが追加されました。
• エンド ユーザーが削除されました。
• エンド ユーザーのパスワード リセット リ
ンク（電子メールでの通知のみをサポー
トしています）。
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受信者

Event

サービス プロバイダー

• エンド ユーザー パスワードの成功確認。

エンド ユーザ

• エンド ユーザーが更新されました。
• サービス注文の確認。
• サービス注文の障害。
• サービスのアクティベ―ションの成功確
認。
• サービス アクティベーションの障害。
• サービスのプロビジョニングが解除され
ました。
• サービスのプロビジョニング解除の障害。
• サービスが購読されました。
• 更新されたサービス
• サービス更新の障害。
• 必要なテナント VCE の設定（Cisco VCE
がクラウド VPN サービスに追加されたこ
とを示す）。
• SSL VPN ユーザーが追加されました。
• SSL VPN ユーザーの追加障害。
• SSL VPN ユーザーが削除されました。
• SSL VPN ユーザ パスワード リセット リ
ンク（電子メールでの通知のみをサポー
トしています）。
• SSL VPN のパスワードのリセットに成功
しました。
• SSL VPN のパスワードのリセット障害。
• SSL VPN ユーザー ステータスが変更され
ました。
• 帯域幅の優先順位付けを有効にします。

イベントの通知を有効にするには：
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Cisco 仮想マネージド サービス (VMS) の使用を開始する
アナウンスの設定

手順

ステップ 1 サービス インターフェイスの左ペインから、[通知] をクリックします。
[プロバイダ] および [エンド ユーザ] タブをクリックすると、プロバイダおよびエンド ユーザ
に関連するイベントが表示されます。
ステップ 2 [カテゴリ] ドロップダウンからイベントをさらに分類できます。
ステップ 3 イベントの場合、[通信モード] 値の横にある [編集] アイコンをクリックして、テンプレート
名、通信モードを編集できます。特定のイベントに対して通知を有効または無効にすることも
できます。

アナウンスの設定
この手順を使用すれば、アナウンスのテキストを作成して、予定したメンテナンスのアラート
や技術的な問題などのアラート メッセージを表示することができます。これらのアナウンス
は、ログイン時にユーザに表示されます。
手順

ステップ 1 VMS ポータルの左側のペインで、[Settings] > [Announcements] をクリックします。
ステップ 2 タイトルと通知するメッセージを入力します。
ステップ 3 アナウンス スタイルを選択します - 作成する告知の重要度または種類に応じて、[ビジュアル
スタイル (Visual Style)] ドロップダウン リストから[危険 (Danger)]、 [警告 (Warning)]、[情報
(Info)] 、または [成功 (Success)] を選択します。
ステップ 4 オプションで、アナウンスの開始時間と終了時間を選択します。
開始時刻を指定しないと、保存された直後にアナウンスが表示されます。終了時刻が指定され
ていない場合は、アナウンスが開始時間の後に無期限に表示されます - 表示を停止するには、
メッセージを解決する必要があります。
ステップ 5 アナウンスメントタイプを選択するには、[ページ ヘッダ アナウンス (Page Header
Announcement)] または [ティッカー アナウンス (Ticker Announcement)] のいずれかを選択し
ます。
ステップ 6 [Save] をクリックします。新しく追加されたアナウンスがリストされます。
問題が解決したら、リストから削除するアナウンスを選択できます。

サービス契約条件を定義する
Cisco VMS では、サービスの用語を定義および維持できます。
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Cisco 仮想マネージド サービス (VMS) の使用を開始する
サービス契約条件を定義する

手順

ステップ 1 VMS ポータルの左側のペインで、[構成 (Configurations)] をクリックし、サービスパックを選
択します。
ステップ 2 [Terms] をクリックします。
ステップ 3 [オファー (Offers)] ドロップダウンリストから Cloud VPN オファーの 1 つを選択します。
ステップ 4 フォントのフォーマットを選択します。
ステップ 5 サービスを購入する際にコンシューマが受諾するために必要な詳細を入力します。この情報
は、コンシューマがサービスの注文を出している間に表示されます。契約条件は、サービス オ
ファーに固有のものとして定義されます。
ステップ 6 [Save] をクリックします。
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章

Cisco 仮想マネージド サービスでのロール
ベースのアクセス
Cisco 仮想マネージド サービス (VMS) でのユーザのアクセス許可は、ロールベースのアクセス
コントロール （RBAC） を使用して管理されます。RBAC はユーザによるシステムへのアクセ
スを、ユーザ ロールに基づいて制限または許可します。ユーザは、管理者により自分に割り当
てられたアクセス許可に基づいて、自分のサービスをどのような方法でカスタマに提供するか
を定義し、カスタマイズすることができます。アクセス許可は、テナントの管理、通知、BSS
システムとの統合、アナウンスなど、サービス ワークフローの様々な面をカスタマイズするこ
とを許可します。ロール ベースのアクセス権限は、次のカテゴリに分類されます:
• サービス パック固有のアクセス許可: サービス パックのさまざまな設定を制御するための
アクセス許可が含まれます。
• サービス、設定、およびデバイス固有のアクセス許可 : デバイスとサービスのさまざまな
設定を構成するアクセス許可が含まれます。
• 統合、設定、およびログ固有のアクセス許可 : 統合、ログ、および SSO の設定を制御する
ためのアクセス許可が含まれます。
• ユーザ、ロール、およびテナント固有のアクセス許可 : ユーザ、リモート ユーザ、テナン
ト、ロール、プロバイダーの設定などを構成するためのアクセス許可が含まれます。
Cisco 仮想マネージド サービス (VMS) で使用可能なアクセス許可と、VMS で様々な操作を行
うための必要最小限のアクセス許可については、『Cisco 仮想マネージド サービス (VMS) 3.3
プラットフォームおよびサービス パックのアクセス許可に関する付録』を参照してください。

（注）

この 3.3 のドキュメンテーションにアクセスするには、Cisco の顧客または Cisco の従業員とし
ての権限が必要です。
VMS は、デフォルトで適用されているアクセス許可があり、設定済みロールを提供します。
これら設定済みロールと関連付けられているアクセス許可を変更することもできますし、新し
いロールを追加することもできます。これらのアクセス許可についての説明は、「Cisco 仮想
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Cisco 仮想マネージド サービスでのロールベースのアクセス
VMS プラットフォーム固有のユーザ ロールの管理

マネージド サービスのアクセス許可とその説明」のセクションに記されているテーブルを参照
してください。
次に、VMS の設定済みロールについて説明します:
• Service Provider Operators サービス情報と設定の維持、表示、SP-DNA プラットフォーム
の監視、顧客の基本的な問題の修正、および重大な問題のエスカレーションによって、複
数の顧客をサポートします。
• Service Provider Administrators オペレータのアクセス許可を持つとともに、価格プランの
管理、サービス定義のインポートとエクスポート、およびサービス プラットフォームの構
成といったより高度なタスクも実施できます。
• Service Provider API Administrators アプリケーションやプラットフォームの Web インター
フェイスを通して利用可能な標準的な方法の代わりに、API 呼び出しを使用してテナント
データを更新します。これは、テナントの RBAC チェックをバイパスできる、強力なロー
ルです。
• Tenant Administrators テナント オペレータのアクセス許可を持つとともに、サービス ポ
リシーの管理と構成といったより高度なタスクも実施できます。
• Super User ユーザ管理からサービス管理までの、またはオペレータのすべてのアクション
をサポートします。
新しいロールを追加する、または既存のロールを変更し、このロールをユーザに関連付ける方
法の詳細については、ユーザ ロールの管理およびユーザの管理を参照してください 。
• VMS プラットフォーム固有のユーザ ロールの管理 （12 ページ）
• テナントとテナント グループの管理 （15 ページ）

VMS プラットフォーム固有のユーザ ロールの管理
Cisco VMS では、新しい役割 (Tenant Operator など) を作成し、プラットフォーム タスクの操作
に必要な権限を割り当てる必要があります。新しい役割を作成してユーザに割り当てるには、
次の手順を実行します。
表 2 : プラットフォーム固有のユーザ ロールを作成するための概要手順

タスク
1

Cisco VMS ポータルに (Admin/Super ユーザと
して) ログインします。

2

テナントを作成します。
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リファレンス トピック

テナントの管理 （15 ページ）

Cisco 仮想マネージド サービスでのロールベースのアクセス
ユーザ ロールの管理

タスク
3

リファレンス トピック

新しい役割 (Tenant Operator など) を作成し、
VMS アプリケーションとサービス パックの
操作に必要な権限を割り当てます。

• VMSプラットフォームおよびサービ
ス パックのドキュメント化されたタ
スクを実行するために必要な基本ア
クセス許可の詳細については、
「Cisco Virtual Managed Services
(VMS) 3.3 プラットフォームおよび
サービス パックのアクセス許可の補
足 (Cisco Virtual Managed Services
(VMS) 3.3 Platform and Service Pack
Permissions Addendum)」を参照して
ください。
• 新規ユーザ ロールの作成の詳細につ
いては、ユーザ ロールの管理 （13
ページ）を参照してください。

4

ユーザ (Tenant Operator User など) を作成し、 新規ユーザの作成の詳細については、以
ステップ 3 で定義した役割をこのユーザに割 下を参照してください ユーザの管理 （
り当て、ユーザがアクセスする必要があるす 17 ページ）
べてのテナントを選択します。

ユーザ ロールの管理
ユーザ インターフェイスで表示できるものと操作できるものは、ユーザ アカウント権限によっ
て制御されます。VM 3.1 以降では、ロールベース アクセス コントロール（RBAC）を使用し
て、権限が管理されます。RBAC はユーザー ロールに基づいてユーザーのシステム アクセス
権の認証を制限します。ロールは、システムにおけるユーザーの権限を定義します。権限が
ユーザに直接割り当てられることはないため、個々のユーザ権限の管理では、適切なロールを
割り当てることが主な作業になります。
必要なシステム リソースへのアクセス権限がユーザーに与えられるのは、割り当てられたロー
ルによりアクセス権限が与えられている場合に限ります。たとえば、サービス拡張デザイナ
ロールを持つユーザーは、サービス拡張テンプレートをインポートし、サービス拡張パラメー
タを定義し、デフォルトのパラメータ値を定義するなどが可能です。ユーザへのユーザ ロール
の割り当ての詳細については、ユーザの管理 （17 ページ）を参照してください。

ユーザ ロールの追加
手順

ステップ 1 Cisco VMS ポータルにログインします。
ステップ 2 左側のメニューから [ロール] をクリックします。
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Cisco 仮想マネージド サービスでのロールベースのアクセス
既存のロールの変更

[管理ロール] 画面が表示されます。
ステップ 3 [ロールの追加] ボタンをクリックします。
ステップ 4 ロール名、表示名、および説明を入力します。
ステップ 5 ロールの権限を割り当てるには、[カテゴリ]をクリックし、ロールに付与する権限に対応する
ボックスを選択します。
VMS プラットフォームで特定のタスクを実行する必須の権限の詳細については、「Cisco 仮想
マネージド サービス（VM）3.3 プラットフォームおよびサービス パック権限附属書」を参照
してください。
VMS 権限の完全なリストの詳細は、「 Cisco 仮想マネージド サービス（VM）3.3 プラット
フォームおよびサービス パック権限 付属書」を参照してください。
付与する権限のタイプを示します。
権限

説明

View

機能に読み取り専用アクセスのみを提供しま
す。

Manage

機能に関連した読み取りおよび管理タスクへ
のアクセス権を提供します。

ステップ 6 [Save（保存）] をクリックします。

既存のロールの変更
手順

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]、の左ペインから [ロール] をクリックしてロールのリストを表示
します。
[管理ロール] 画面が表示されます。
ステップ 3 変更するロールを選択し [編集] アイコンをクリックします。
ステップ 4 ロールの権限を割り当てまた取り消すには、[カテゴリ] をクリックするか、権限に対応する
チェック ボックスをオフにします。
付与する権限のタイプを示します。
権限

説明

View

機能に読み取り専用アクセスのみを提供しま
す。
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Cisco 仮想マネージド サービスでのロールベースのアクセス
テナントとテナント グループの管理

権限

説明

Manage

機能に関連した読み取りおよび管理タスクへ
のアクセス権を提供します。

ステップ 5 [Save] をクリックします。

テナントとテナント グループの管理
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。
テナントを構成する際に知っておく必要がある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貫しており、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。
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Cisco 仮想マネージド サービスでのロールベースのアクセス
テナント グループの管理

手順

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 左側のメニューから、[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。
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、 アウト バウンド API の統合の設定を参照してください。
（注）

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。

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ため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
手順

ステップ 1 Cisco VMS Portal にログインします。
ステップ 2 左手側のメニューから、[テナント グループ (Tenant Groups)]をクリックして、[テナント グ
ループを管理 (Manage Tenant Groups)] ウィンドウでテナント グループの詳細を表示します。
ステップ 3 [テナント グループの追加 (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。
（注）

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。[Tenant]
ドロップダウン リストには、どのテナント グループにも関連付けられていないテナ
ントだけが表示されます。

ステップ 6 [Save] をクリックします。
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ユーザの管理

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。

（注）

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。次の手順では、ローカル ユーザ アカウントの使用について説明しま
す。

手順

ステップ 1 Cisco VMS Portal にログインします。
ステップ 2 左手側のメニューから、[ユーザ (Users)] をクリックすると、[ユーザの管理 (Manage Users)]
ウィンドウに詳細が表示されます。
ステップ 3 [ユーザの追加 (Add User)] 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 [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 (Manage User)] ウィン
ドウに表示されます。
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VMS サービスのモニタリング
この章では、VMS サービスのモニタ方法について説明します。サービス ダッシュ ボードに
は、サービス パックで最も重要なデータの概要ビューが表示されます。ダッシュボード要素
は、複雑な情報を簡易なフォーマットで視覚的に伝えます。ダッシュ ボードを使えば、迅速に
データを分析し、詳細な情報をドリル ダウンできます。
この章の内容は、次のとおりです。
• ダッシュボードの使用方法 （19 ページ）
• イベント ログの参照 （22 ページ）

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の場合は、VMS で利用可能なすべてのダッシュレッ
トを、すべてのユーザのデータが設定された状態で表示できます。ダッシュボードのデータを
更新するには、[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、次のとおりです:
• 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 Cloud VPN Services] をクリック
します。このページの詳細については、 サービスの使用状況とステータスのモニタリング
を参照してください。
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• 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、 サービス リクエストの承認または拒否を参照してください。
• 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。Unregistered、Registering、Provisioned、
Ordering、Updating、Provisioning Failed、Up、Down、Unknown といった、様々なステータ
スにあるデバイスのリストが表示されます。デバイスを管理する方法については、 「サー
ビス パック ガイド」を参照してください。

サービスの使用状況とステータスのモニタリング
この手順により、VMS ポータルで、サービスのキー パフォーマンス測定指標をモニタできま
す。モニタリングのレベルを最小限に設定すること、モニタリングの表示をカスタマイズする
ことができます。サービスを購入した場合は、月ごとの使用状況と、特定の期間のパフォーマ
ンス測定指標をモニタすることができます。
サービスをモニタするには、次の手順に従います:
手順

ステップ 1 VMS ポータルの左側ペインで [Dashboard] を選択します。
ステップ 2 サブスクリプションのダッシュレットで、サービス パックのいずれかをクリックします。
ステップ 3 [All Services] をクリックして、サービスとそのステータスを表示します。ステータスは
Provisioned、Ordering、Update Failed、Provisioning failed および Unknown などになります。
ステップ 4 サービスをフィルタリングするには、ドロップダウン リストからステータスを選択します。
ステップ 5 パフォーマンス測定指標、毎月の使用状況と、選択したサービスに関するその他の必要な情報
を表示するには、サービス名を展開します。
ステップ 6 サービスの [Monthly Usage]、[Performance Metrics] および [Created/Provisioned Log] を表示で
きます (右側ペインに表示)。さらにサービス オファーを展開し、サービス オファーの下のデ
バイス名をクリックして (たとえば Cisco 881 Integrated Service Router をクリック)、右側ペイン
にシリアル番号を場所を表示することができます。
ステップ 7 [Performance Metrics] の下で、[Timeframe] スライドバーをスライドして、特定のタイム フ
レームの [Internet Traffic]、[On Network Traffic]、および[Connected Remote Access Users] と
いったパフォーマンス測定指標を表示することができます。サービスを選択すると、右側ペイ
ンの [Created/Provisioned Log] に、サービズの作成、修正、およびプロビジョニングの日付を
確認できます。
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例

（注）

管理者またはオペレータとしてログインし、トラブルシューティングを行う場合には、
顧客の各人がアクセスできるものを確認できると役に立ちます。そのためには、左側
ペイン (下部) の [Login as Customer] をクリックします。表示されるドロップダウンリ
ストから顧客を選択し、そのユーザとしてログインします。[Start] をクリックします。
これにより、サービス プロバイダの管理者やオペレータは、中央管理の場所から、任
意の顧客としてログインできます。すべての顧客についてログイン クレデンシャルを
覚えておく必要はありません。

サービス リクエストの承認または拒否
新しいサービス注文の送信時に、サービス リクエストは、プロビジョニングの前に承認プロセ
スにより処理されます。管理対象デバイス、SDWAN、vBranch サービス パックに対する新し
いサービスの注文方法の詳細については、 cisco.com のサービス パックのユーザ ガイドを参
照してください。
リクエストを承認または拒否できるのは、承認担当ユーザまたは承認担当者の権限を持つユー
ザだけです。通知を有効にすると、承認担当者は保留中の承認について通知されます。承認担
当者は、次のリクエスト タイプを承認またはできます:
• 新しいサービス リクエスト
• 既存のサービス リクエストのを更新
• サービスのキャンセル リクエスト
サービス プロバイダのユーザの場合、送信された注文のステータスは、承認または拒否される
まで保留中のままになります。サービス プロバイダに対して通知を設定していた場合、ユーザ
は電子メールまたは REST APIによってステータスを通知されます。

（注）

このプロセスを実行できるのは、承認担当ユーザまたは承認担当者の権限を持つユーザだけで
す。

始める前に
承認担当者やサービス プロバイダーのユーザに承認のステータスを通知する場合は、通知を設
定します。イベント通知の有効化を参照してください。
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手順

ステップ 1 Cisco VMS ポータルにログインします。
ステップ 2 保留中のサービス リクエストのリストを表示するには、左ペインで [Approvals] をクリックし
ます。
ステップ 3 リクエストを選択して、[Approve] または [Reject] をクリックします。拒否した場合には、拒
否の理由を入力します。
ユーザにはステータスが通知されます。

イベント ログの参照
手順

ステップ 1 クレデンシャルを使用して VMS ポータルにログインします。ユーザが複数のテナントに属し
ている場合には、テナントを選択するためのドロップダウンが表示されます。
ステップ 2 左側のメニューから、[Event Log] をクリックします。
ステップ 3 イベント ログの画面からイベント ログのレコードをフィルタリングします。ドロップダウン
リストからフィルタのタイプを選択します。これらのイベントは、重大度と時間範囲でフィル
タ リングできます。特定の期間のイベント ログをリスト表示するには、[Custom Range] チェッ
ク ボックスをオンにして、日付を指定します。
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Cisco VMS 拡張機能
この章では、VMS サービス拡張機能の概要を説明し、サービス ウィンドウにサービス拡張機
能テンプレートを作成、インポート、適用するプロセスについても説明します。
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco VMS のサービス拡張を理解する （23 ページ）
• VMS サービス拡張テンプレート XML ファイルの作成 （24 ページ）
• テンプレート XML ファイルを NSO へインポートする （25 ページ）
• プロバイダ、テナント グループまたはテナント用のサービス拡張パラメータの定義 （26
ページ）
• サービス拡張テナント パラメータのデフォルト値を指定する （28 ページ）
• VMS ポータルでサービス拡張を作成する （30 ページ）
• デバイス上のサービス拡張 （32 ページ）

Cisco VMS のサービス拡張を理解する
VMS のサービス拡張は、設定スニペットをサービスまたはデバイスに適用する方法を簡略化
します。VMS は、Cisco ネットワーク サービス オーケストレータ (NSO) カスタム テンプレー
トの基盤となる機能を利用します。このテンプレートは、派生した構成テンプレートともに
プッシュされます。サービス拡張はほとんどの場合、追加のプログラミングを必要とせずに、
サービスをデバイス構成にマップするために使用できます。
VMS サービス拡張テンプレートは、変数を使用して、サービス属性を対応する デバイス構成
にマップするとともに、適用されます。サービス拡張機能は、このような操作を記述する宣言
方法を許可します。VMS のオペレータは、手動で NSO CLI を操作しなくても、サービス拡張
テンプレートをVMS 内の既存のサービスチェーンまたはデバイスに適用できます。このサー
ビス拡張テンプレートは、NSO が構成をデバイスにプッシュする前に、サービス構成スニペッ
トを追加、変更、または削除するため、NSO によって使用されます。
VMS サービス拡張テンプレートは、サービス注文ワークフローまたは単一のデバイスに適用
できます。VMS にサービス拡張テンプレートをインポートする際には、テンプレートをワー
クフローまたはデバイスのどちらに適用するかを指定することができます。
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サービス拡張テンプレートをサービス注文ワークフローに適用すると、VMS サービス ワーク
フローは、サービス注文プロセス中にテナント ユーザが入力値を収集します。これらの値は
NSO に渡され、デバイスの構成のためにさらに利用されます。
次の図は、VMS でサービス拡張テンプレートを扱う際に従う必要のある、エンドツーエンド
のワークフローを描いています。
図 1 : VMS サービス拡張ワークフロー

VMS サービス拡張テンプレート XML ファイルの作成
VMS サービス拡張テンプレートは XML ファイルです。そのファイルの構造は YANG モデル
によって定義されます。
テンプレートの定義の基本原則としては、次のものがあります:
1.

テンプレートは、デバイス ツリー内のノードに対応する XML ファイル (たとえば
mytemplate.xml ) です。

2.

テンプレート内のそれぞれの値は、文字列として保存されます。この文字列値は、テンプ
レートが適用されたとき、YANG モデルの実際の値の型に変換されます。

3.

設定する必要がある XML タグの値の部分は、変数名に「$」リテラルを付けて表す必要が
あります。

4.

テンプレートでは、テンプレートを適用するときに別の動作を定義することができます。
これは merge、replace、delete、create または nocreate といったタグを、テンプレートの
関連するノードに設定することによって行います。
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たとえば、デバイスで NTPサーバを設定するテンプレートを作成する場合は、サンプルのテン
プレート XML ファイルは次のようになります:
<config
xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">
<device
xmlns="http://tail-f.com/ns/ncs">
<name>ntp</name>
<config tags="merge">
<system xmlns="http://pica8.org/yang">
<ntp-server-ip>{$NTP}</ntp-server-ip>
</system>
<ntp xmlns="urn:ios">
<server>
<server-list>
<ip-address>{$NTP}</ip-address>
</server-list>
</server>
</ntp>
</config>
</devices>
</config>

サービス拡張テンプレートを作成したら、次を実行する必要があります：
NSO にテンプレート XML ファイルをインポートします。詳細については、テンプレート XML
ファイルを NSO へインポートする （25 ページ）を参照してください。
VMS にテンプレート XML ファイルをインポートします。詳細については、VMS ポータルで
サービス拡張を作成する （30 ページ）を参照してください。

テンプレート XML ファイルを NSO へインポートする
NSO にテンプレート XML ファイルをインポートするには、次の手順が必要です:
手順

ステップ 1 Cisco ネットワーク サービス オーケストレータ (NSO) サーバにログインします。
ステップ 2 カスタム テンプレート フォルダを作成します (最初の場合のみ)。
admin@ncs%sudo mkdir /var/opt/ncs/packages/custom-templates/templates/

ステップ 3 package-meta-data.xml ファイルを /var/opt/ncs/packages/custom-templates フォルダに作成し
ます (最初の場合のみ)。
admin@ncs%sudo vi package-meta-data.xml

<== copy content below

<ncs-package
xmlns="http://tail-f.com/ns/ncs-packages">
<name>custom-templates</name>
<package-version>1.0</package-version>
<description>Custom template store</description>
<ncs-min-version>4.1</ncs-min-version>
</ncs-package>
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ステップ 4 package-meta-data.xml ファイルの内容を確認します (最初の場合のみ)。
admin@ncs%/var/opt/ncs/packages$ cat
/var/opt/ncs/packages/custom-templates/package-meta-data.xml
<ncs-package
xmlns="http://tail-f.com/ns/ncs-packages">
<name>custom-templates</name>
<package-version>1.0</package-version>
<description>Custom Template Store</description>
<ncs-min-version>4.1</ncs-min-version>
</ncs-package>

ステップ 5 サービス拡張カスタム テンプレートを NSO に追加します。場所は
/var/opt/ncs/packages/custom-templates/templates フォルダになります。
ステップ 6 NSO カスタム テンプレートを有効にします:
admin@ncs%set globals custom-template true
admin@ncs%commit

ステップ 7 NSO をリロードします。
admin@vms-ncs-tmepoc1-sm% request packages reload

（注）

• NSO をリロードしたら、 /var/opt/ncs/packages/custom-templates/templates
フォルダに 新しいテンプレートに存在することを確認します。
• パッケージがリロードしたら、すべての CLI セッションが動作モードであるこ
と、どれも設定モードで開かれてはいないことを確認します。

プロバイダ、テナントグループまたはテナント用のサー
ビス拡張パラメータの定義
VMS にサービス拡張テンプレートをインポートする際、オペレータは、サービス拡張パラメー
タごとにメタデータを指定する必要があります。さらに、これらのパラメータのいくつかの値
は、サービス プロバイダまたはテナントのすべてのデバイス間で共通なものである可能性があ
ります。Cisco VMS 3.1 以降では、サービス拡張テンプレートをインポートするとき、メタデー
タとデフォルト値をサービス拡張パラメータにマッピングすることができます。これは、テン
プレート インポート プロセスで、テンプレート パラメータを、事前に定義されたサービス拡
張プロバイダまたはテナント パラメータにマッピングすることで行われます。サービス拡張機
能のパラメータの 3 つのタイプは、次のとおりです:
• プロバイダ パラメータ - サービス プロバイダのレベルで定義します。プロバイダ パラメー
タは、すべてのテナント間で使用できます。
• テナント グループ パラメータ - サービス プロバイダのレベルで定義されますが、デフォ
ルト値はテナント グループごとに設定できます。
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• テナント パラメータ - サービス拡張デザイナが定義し、デフォルト値はテナントごとに設
定できます。

（注）

テナント サービス拡張パラメータを定義するときには、パラメー
タをテナントまたはテナント グループを関連付ける必要がありま
す。そして、テナントまたはテナント グループごとに個別のデ
フォルト値を設定することができます。詳細については、サービ
ス拡張テナント パラメータのデフォルト値を指定する （28 ペー
ジ）を参照してください。

サービス拡張パラメータには、次の利点があります:
• サービス プロバイダまたはテナント グループまたはテナント レベルで定義できます。
• パラメータはテンプレート XML ファイルを VMS にインポートするときに自動マッピン
グされ、パラメータ メタデータは継承されます。
• 優先順位の順序に従います — 最初のテナント パラメータが存在する場合、それを使用し
ます。そうでなければ、プロバイダ パラメータが使用されます。
• サービス注文プロセスでは、プロバイダまたはテナント パラメータのデフォルト パラメー
タ値を設定します。
サービス拡張パラメータを定義するには、次の必要があります:
手順

ステップ 1 シスコ VMS ポータルにログインします。
（注）

Cisco 仮想マネージド サービスには、新たな事前に定義済みロールである、サービス
拡張デザイナが含まれるようになりました。サービス拡張デザイナは、サービス拡張
テンプレートのインポート、サービス拡張パラメータの定義、デフォルトのパラメー
タ値の定義などが行えます。

ステップ 2 左側にあるメニューで、[Setting]、そして [Extensions] を選択します。
ステップ 3 サービス プロバイダ レベルのパラメータを追加するには、次の操作を行います。
1.

[プロバイダ] タブをクリックします。

2.

[Add Extension Parameter] ボタンをクリックします。

3.

パラメータ名を入力します。

4.

VMS ポータルに表示されているパラメータ ラベルを入力します。

5.

入力タイプを選択します。
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6.

表示タイプ を選択します。

7.

パラメータのデフォルト値を入力します。

8.

[Save] をクリックします。

ステップ 4 テナント グループのパラメータを追加するには、次の操作を行います:
1.

[Tenant Group] タブをクリックします。

2.

[Add Extension Parameter] ボタンをクリックします。

3.

パラメータ名を入力します。

4.

VMS ポータルに表示されているパラメータ ラベルを入力します。

5.

入力タイプを選択します。

6.

表示タイプ を選択します。

7.

[Save] をクリックします。

ステップ 5 テナント レベルのパラメータを追加するには、次の操作を行います:
1.

[Tenant] タブをクリックします。

2.

[Add Extension Parameter] ボタンをクリックします。

3.

パラメータ名を入力します。

4.

VMS ポータルに表示されているパラメータ ラベルを入力します。

5.

入力タイプを選択します。

6.

表示タイプ を選択します。

7.

[Save] をクリックします。

サービス拡張テナントパラメータのデフォルト値を指定
する
サービス拡張テナント パラメータを定義するときには、テナントごとにデフォルト値を指定す
る必要があります。このデフォルト値は、サービス拡張テンプレートがサービス ワークフロー
に適用されるとき、パラメータにより継承されます。
サービス拡張テナント パラメータの値を指定するには、以下の手順に従う必要があります:
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サービス拡張パラメータのデフォルト値を指定する
手順

ステップ 1 シスコ VMS ポータルにログインします。
（注）

Cisco 仮想マネージド サービスには、新たな事前に定義済みロールである、サービス
拡張デザイナが含まれるようになりました。サービス拡張デザイナは、サービス拡張
テンプレートのインポート、サービス拡張パラメータの定義、デフォルトのパラメー
タ値の定義などが行えます。

ステップ 2 左側にあるメニューで、[Tenants] を選択します。
[Manage Tenants] 画面が表示されます。
ステップ 3 パラメータのデフォルト値を指定するには、リストでテナント ユーザを選択し、[Edit] アイコ
ンをクリックします。
ステップ 4 サービス拡張パラメータのデフォルト値を指定します。
ステップ 5 [Save] をクリックします。

テナントグループのサービス拡張パラメータのデフォルト値を指定す
る
手順

ステップ 1 シスコ VMS ポータルにログインします。
（注）

Cisco 仮想マネージド サービスには、新たな事前に定義済みロールである、サービス
拡張デザイナが含まれるようになりました。サービス拡張デザイナは、サービス拡張
テンプレートのインポート、サービス拡張パラメータの定義、デフォルトのパラメー
タ値の定義などが行えます。

ステップ 2 左側にあるメニューで、[Tenants Group] を選択します。
[Manage Tenants Groups] グループ画面が表示されます。
ステップ 3 パラメータのデフォルト値を指定するには、リストでテナント ユーザを選択し、[Edit] アイコ
ンをクリックします。
ステップ 4 サービス拡張パラメータのデフォルト値を指定します。
ステップ 5 [Save] をクリックします。
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VMS ポータルでサービス拡張を作成する
VMS にサービス拡張テンプレートをインポートするには、グローバルなサービス拡張または
テナント グループまたはテナント パラメータを定義します。詳細については、プロバイダ、
テナント グループまたはテナント用のサービス拡張パラメータの定義 （26 ページ）を参照し
てください。
サービス拡張を作成するには、以下の手順に従います:
手順

ステップ 1

Cisco VMS ポータルにログインします。
（注）

Cisco 仮想マネージド サービスには、新たな事前に定義済みロールである、サービス
拡張デザイナが含まれるようになりました。サービス拡張デザイナーは、サービス拡
張テンプレートのインポート、サービス拡張パラメータの定義、デフォルトのパラ
メータ値の定義などをを行えます。

ステップ 2

左側にあるメニューで、[Configurations] を選択します。

ステップ 3

サービス拡張テンプレートにインポートするサービスをクリックします。

ステップ 4

[Service Extensions] タブをクリックします。

ステップ 5

[Add Service Extension] ボタンをクリックします。

ステップ 6

[Upload File] ボタンをクリックして、サービス拡張テンプレート XML ファイルをインポート
します。
（注）

テンプレート名は、NSO にアップロードされた名前を正確に一致する必要がありま
す。

ステップ 7

テンプレート名とその説明を入力します。

ステップ 8

[Next] をクリックします。

ステップ 9

次のいずれかを実行します:
• すべてのテナントにテンプレートを適用するには、[All Tenants] を選択します。
• 特定のテナントにテンプレートを適用するには、[Specific Tenants] を選択し、1 つ以上の
テナントを選択します。

ステップ 10

サービス拡張の適用先である XPATH を指定します。詳細については、次の表を参照してくだ
さい。
サービス パック

XPATH

デバイス タイプ

Cisco 仮想マネージド サービス (VMS) 3.3 プラットフォーム ユーザ ガイド
30

Cisco VMS 拡張機能
VMS ポータルでサービス拡張を作成する

cVPN サービス
パック
/cloudvpn

ハブ ルータ

/cloudvpn/cpe

CPE

/cloudvpn/firewall

ASA ファイアウォール

/cloudvpn/wsa

WSA サービス

/cloudvpn/cpe[id='{DEVICE-ID}'] 対応するデバイス
（注）

この XPATH は、
デバイス テンプ
レートに対して指
定する必要があり
ます。

IWAN サービス
パック
/iwan/hub-sites/

ボーダ ルータ

/iwan/hub-sites/

マスター コントローラ

/iwan/sites/cpes

ブランチ デバイス

/iwan/sites[./name='SITE2']/cpes ブランチ デバイス SITE2 のみ
/iwan/sites[(name, 'SITE1') を “SITE1” を含むブランスデバイス名
含む]/cpes
/iwan/hub-sites/border-routers[name={' $ROUTER-ID}]' 特定のルータ
/iwan/sites/cpes[name='{$CPE-ID}'] 対応するデバイス
（注）

ステップ 11

この XPATH は、
デバイス テンプ
レートに対して指
定する必要があり
ます。

サービス拡張テンプレートをサービス注文またはデバイスに適用するには、次のいずれかの操
作を行います:
• サービス拡張テンプレートをサービス注文に対して有効にするには、 [Yes] を選択します。
• サービス拡張テンプレートをデバイスに対して有効にするには、[No] を選択します。
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ステップ 12

[Next] をクリックします。
サービス拡張のパラメータが表示されます。
パラメータ名が定義済みのサービス拡張パラメータとマッチする場合には、VMS はテンプレー
ト パラメータを自動マップします。 プロバイダ、テナント グループまたはテナント用のサー
ビス拡張パラメータの定義 （26 ページ）を参照してください。
（注）

ステップ 13

サービス拡張をデバイスで有効にする場合には、デバイスに対してサービス拡張パラ
メータを定義する必要はありません。。このシナリオでは、ステップ 13、14 をスキッ
プして、ステップ 15 に直接進んでください。

パラメータの自動マッピング属性を編集するには、パラメータをクリックして、次の操作を行
います:
1.

[Function Pack Context] チェック ボックスをオンにします。
（注）

• [Function Pack Context] チェック ボックスをオンにすると、拡張を適用して
も、パラメータはフォーム内では見えなくなります。値は NSO で解決され
ることになります。
• チェック ボックスをオンにしなかった場合、値はユーザにより提供されるこ
とになります。これは値を定義済みの (プロバイダ、テナント、テナントグ
ループ) パラメータにマッピングすること、または拡張の適用時に提供する
ことのいずれかにより行われます。

ステップ 14

2.

自動マッピングの関連付けを解除するには、[Edit extension parameter mapping] リンクを
クリックします。

3.

[Done] をクリックします。

サービス拡張パラメータの入力タイプおよび表示タイプの属性を指定します。
（注）

ステップ 15

パラメータの入力タイプおよび表示タイプの属性が指定されていない場合、それは
サービス注文フォームのテキスト フィールドと見なされます。

[Save and Enable] をクリックします。
サービス拡張テンプレートは、サービスを注文する顧客が使用できます。

デバイス上のサービス拡張
VMS サービス拡張テンプレートをサービス注文ワークフローに適用することに加えて、Cisco
VMS には、これらのテンプレートをデバイスに適用する機能も用意されています。サービス
拡張テンプレートを VMS にインポートする際には、テンプレートをサービス ワークフローま
たは単一のデバイスのどちらに適用するかを指定できます。
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サービスの注文後にサービス拡張テンプレートをデバイスに適用すると、 サービス拡張テンプ
レートはサービス注文ワークフロー外部のデバイスに適用され、個々のデバイスを使用する際
に利用できるようになります。次の表では、サービス拡張テンプレートをデバイスに適用する
前に実行するべきいくつかの手順を、リストにして表示しています。
手順

関連するセクション

注意

1. VMS サービス拡張テンプ
VMS サービス拡張テンプレー
レートの XML ファイルを作成 ト XML ファイルの作成
します。
2. テンプレートの XML ファイ テンプレート XML ファイルを
ルを NSO にインポートしま NSO へインポートする
す。
3. VMS ポータルでサービス拡 VMS ポータルでサービス拡張 この手順を実行する際には、
張を作成します。
を作成する
次の点を確認してください:
• サービス拡張を適用する
デバイスの XPATH を指定
します。たとえば、IWAN
の XPATH に
は、/iwan/hub-sites/border-routers[name=’{$ID}’
またはサービス拡張を適
用する他のデバイスを指
定できます。XPATH 内の
デバイス ID の $ パラメー
タは、サービス拡張を自
動的にデバイス拡張に変
換します。
• サービス拡張テンプレー
トをデバイスに対して有
効にするには、サービス
注文のためのサービス拡
張テンプレート オプショ
ンを 'No' に設定します。
• ステップ 13、14 をスキッ
プして、ステップ 15 に直
接進みます。デバイスに
対応するサービス拡張パ
ラメータを定義すること
は必須ではないからで
す。
4. サービス拡張をデバイスに デバイスにサービス拡張を適
適用します。
用する
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デバイスにサービス拡張を適用する
サービス拡張テンプレートをデバイスに適用するには。
手順

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 (Service Interface)] の左側のペインから、[デバイス (Devices)] を
クリックして、[デバイスの登録 (Register Device)] ウィンドウで購入したデバイスのリストを
表示します。
ステップ 3 サービス拡張テンプレートを適用するデバイスをクリックし、[デバイスの拡張 (Device
Extensions)]をクリックします。
[デバイスの拡張 (Device Extensions)] ダイアログ ボックスが表示されます。
ステップ 4 サービス拡張をクリックし、対応するパラメータ値を指定します。
ステップ 5 [更新 (Update)] をクリックします。
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5

章

VMS の問題のトラブルシューティング
問題のトラブルシューティングを行うには、症状を明確にし、症状を引き起こしうる問題すべ
てを洗い出してから、症状が消えるまで、その潜在的な問題を（最も起こりやすいものから最
も起こりにくいものまで）それぞれ体系的に排除します。
次の手順は、問題解決プロセスで使用するガイドラインを示しています。
• 問題を分析し、明確に問題を記述したものを作成します。症状と潜在的な原因を定義しま
す。
• 潜在的な原因を特定するための事実を収集します。
• 収集した事実を元に、潜在的な原因を検証します。
ここでは、問題、考えられる原因、推奨処置、および該当する場合はエラー メッセージについ
て説明します。
• プロビジョニング時に注文が失敗する （35 ページ）
• 注文に障害が発生したことを知らせるエラー メッセージ （36 ページ）
• サービス注文の失敗 （36 ページ）
• 誤ったシリアル番号のためにデバイス登録が失敗する （37 ページ）
• 誤った CPE Day -1 構成のためにデバイス登録が失敗する （37 ページ）
• CPE のパスワードを取得する （38 ページ）
• 物理 CPE または仮想 CPE のステータス （39 ページ）
• コア データの表示 （39 ページ）
• 誤った CPE Day -1 構成のためにデバイス登録が失敗する （40 ページ）

プロビジョニング時に注文が失敗する
問題
注文を行い、注文がプロビジョニングの段階に進みますが、プロビジョニング時に失敗しま
す。VMS サービス インターフェイスには、注文のプロビジョニングが失敗したことが示され
ます。
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ソリューション

（注）

1.

テナント イベント ログの UI をレビューして、エラーが初期の検証ではなく、プロビジョ
ニング時に発生していることを確認します。

2.

テナント ユーザは、サービス プロバイダのオペレータにこの問題を報告する必要があり
ます。

システムは、接続解除されたデバイスをもう一度接続した場合でも、自己復旧はしません。
3.

サービス プロバイダのオペレータは、直接 NSO にログインして、問題を修正する必要が
あります。
• 正常に機能しないデバイスがオフラインになっていることを確認します。
• プロビジョニング操作をやり直します。

NSO のプロビジョニング処理が正常に完了した場合には、正しい通知がノースバウンド イン
ターフェイスに送信され、VMS のサービス インターフェイスをプロビジョニング済みの状態
にリセットします。

注文に障害が発生したことを知らせるエラーメッセージ
問題
注文を行い、注文に障害が発生したメッセージをすぐに受け取った場合（NSO の最初のレベル
の呼び出しに失敗したため）、注文に失敗したということです。
ソリューション
1.

テナント イベント ログを確認し、NSO の最初のレベルの呼び出しに障害が発生したため、
エラーが発生します。

2.

VM サービス インターフェイスから、注文を削除します。

3.

新しい注文を行います。

サービス注文の失敗
問題
サービスの注文を試みたのに、サービスの注文が失敗します。
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ソリューション
• マイクロサービスがすべて動作していることを確認します。
• オーケストレーション マイクロサービスが NSO に適切なプロバイダ名を送信することを
確認します。管理者として[Settings]に移動して、[Provider Name] が正しく入力されている
ことを確認します。
• NSO netconf-north.log を確認します。違った場合は、VMS ポータルと NSO 間の接続を確
認します。

誤ったシリアル番号のためにデバイス登録が失敗する
問題
テナントのユーザが登録時に誤ったシリアル番号を入力すると、デバイスは PnP サーバで登録
されませんが、エラーも返されません。
NSO PnP サーバ ゼロ タッチ プロビジョニング次の用の動作します:
• テナント ユーザはデバイスに対してデバイスのシリアル番号を入力します。これはデバイ
スをテナント、サイト、およびデバイスに関連付けるので、VMS はどのようなタイプの
設定がデバイスにプッシュされるかを知ることができます。
• 接続されたデバイスは PnP サーバに対して Call Home を実行し、自らを登録し、PnPサー
バが設定をプッシュしてくるのを待機します。
これらのイベントは任意の順序で発生するものであり、テナント ユーザが PnP サーバに対し
て Call Home を行っていないシリアル番号で登録を行うと、サーバはデバイスが PnP サーバを
呼び出すのを待機します。デバイスが (シリアル番号が誤っているために) 呼び出しを行わない
と、PnP はずっと待機を続けます。
ソリューション
テナント ユーザは、正しいシリアル番号でデバイスを登録する必要があります。詳細について
は、cisco.com のサービス パック ガイドを参照してください。

誤った CPE Day -1 構成のためにデバイス登録が失敗する
問題
サービスを注文すると、サイト用のデバイスからサービスが構成されます。これらのデバイス
は、VMS サービス インターフェイスに登録する必要があります。詳細については、デバイス
の登録を参照してください。
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デバイスを PnP サーバに登録することが失敗した場合、CPE の Day -1 設定で、PnP サーバへ
の Call Home が許可されているか確認する必要があります。
ソリューション
1.

デバイスにログインし、デバイスがどの PNP サーバに接続されているか確認します。

2.

show run | s pnp コマンドを実行して、このデバイスが通信している現在の PnP サーバをリ
ストにして表示し、出力を調べます:
Router#show run | s pnp pnp
Router#profile zero-touch transport https ipv4 <IP address> port 443 remotecert ncs

3.

PNP サーバの IP アドレスを変更するには、設定モードに切り替えます。
Router#config terminal
Router(config)#

4.

手順 2o での出力テキストを、IP アドレスを新しいものに置き換えて、入力します。
Router(config)#pnp profile zero-touchtransport https ipv4 <IP address> port 443
remotecert ncs

5.

ルータ (config-pnp-init) モードを終了してから、ルータ (config) モードを終了します。

6.

次のコマンドを実行して、設定をフラッシュ設定にコピーします:
Router#copy running-config flash:day--1-config
Destination filename [day--1-config]?
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
4609 bytes copied in 0.876 secs (5261 bytes/sec)

CPE のパスワードを取得する
CPE が True/True/True 状態である場合は、NSO から CPE に SSH で接続することが可能です。
必要な情報 (CPE 管理 IP アドレス、ユーザ名、パスワード) は、下の図のように、NSOで show
pnp-state device コマンドを実行することによって取得できます。
admin@vms-ncs-sm> show pnp-state device XXX194326WW
pnp-state device XXX194326WW
udi PID:C881-K9,VID:V01,SN:XXX194326WW
device-info 15.5(3)M1
ip-address 11.156.141.167
mgmt-ip 10.254.0.29
port 22
name cpe-XXX194326WW
username admin
password cpe_password
sec-password cpe_password
salt ABCD
remote-node vms-ncs-dm
wan-interface FastEthernet4
lan-interface FastEthernet0
configured true
request backoff
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added true
synced true
is-netsim false
need-clean false
pending-exec ""
last-contact 2015-12-09 01:53:33
last-clean 0
[ok][2015-12-09 01:54:14]

NSO からCPE へ SSH セッションを確立します。
admin@vms-ncs-sm> ssh 10.254.0.29
Password:cpe_password
router line 11
router#

物理 CPE または仮想 CPE のステータス
CPE のステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。
admin@ncs-sm> show pnp list
SERIAL
IP ADDRESS
CONFIGURED ADDED SYNCED LAST CONTACT
------------------------------------------------------------------------------FJC2012A29P
11.255.255.35
false
false false
2016-06-08 16:16:28
FJC2013L1SZ
11.255.255.42
false
false false
2016-06-08 16:17:13
FJC2020L11L
11.255.255.25
false
false false
2016-06-06 16:27:12

CONFIGURED: Day-0 config. Pushed onto CPE device
ADDED: CPE device is added into NCS
SYNCED: Service configs pushed into device

コア データの表示
ファイアウォール、ルータや同様の Cloud VPN コンポーネントのプロビジョニングが行われた
かどうかをチェックする必要がある場合には、次のように show core-data コマンドを実行でき
ます。次に示すのは、Cloud VPN Advanced Service with Web Security の場合の例です:
admin@ncs-sm% show core-data eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1
offering
CVPN;
service-type FULL;
provider
vms-ottpod1;
tenant
eb272672-e0e4-4344-9a52-68cc3c1d1be1;
remote-node
ncs-dm;
geo-redundant false;
nfv cpe-FJC2027L1NQ {
isProvisioned true;
}
nfv eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-ASA-dev1-esc-device {
type
vFirewall;
isProvisioned true;
}
nfv eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-CSR-dev1-esc-device {
type
vRouter;
isProvisioned true;
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}
nfv eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-WSA-dev1-esc-device {
type
vWSA;
isProvisioned true;
}
allocations eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-CSR-dev1-esc-device
{
pool-name loopback;
}

VCE のコア データ
admin@ncs-sm% show core-data eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-2
offering
VCE;
service-type converged;
provider
vms-ottpod1;
tenant
eb272672-e0e4-4344-9a52-68cc3c1d1be1;
nfv eb272672e0e4-03c60e55c66b44bda0ed8da52afafc17-cloudvpn-1-CSR-dev1-esc-device {
type
vRouter;
isProvisioned true;
}

誤った CPE Day -1 構成のためにデバイス登録が失敗する
問題 サービスを注文すると、サイト用のデバイスからサービスが構成されます。これらのデ

バイスは、VMS サービス インターフェイスに登録する必要があります。
問題 デバイスを PnP サーバに登録することが失敗した場合、CPE の Day -1 設定で、PnP サー

バへの Call Home が許可されているか確認する必要があります。
解決法

1.

解決法 デバイスにログインし、デバイスがどの PNP サーバに接続されているか確認しま

す。
2.

解決法 show run | s pnp コマンドを実行して、このデバイスが通信している現在の PnP サー

バをリストにして表示し、出力を調べます:
Router#show run | s pnp pnp
Router#profile zero-touch transport https ipv4 <IP address> port 443 remotecert ncs

3.

解決法 PNP サーバの IP アドレスを変更するには、設定モードに切り替えます。
Router#config terminal
Router(config)#

4.

解決法 手順 2 での出力テキストを、IP アドレスを新しいものに置き換えて、入力します。
Router(config)#pnp profile zero-touchtransport https ipv4 <IP address> port 443
remotecert
ncs

5.

解決法 ルータ (config-pnp-init) モードを終了してから、ルータ (config) モードを終了しま

す。
6.

解決法 次のコマンドを実行して、設定をフラッシュ設定にコピーします:
Router#copy running-config flash:day--1-config
Destination filename [day--1-config]?
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%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
4609 bytes copied in 0.876 secs (5261 bytes/sec)

（注）

解決法 「crypto pki certificate chain ncs」に提供されるデジタル証明書は、エッジ サーバの PNP

プロキシにインストールされている証明書と一致するように更新する必要があります。

PnP サーバの CLI コマンド
解決法 PnP サーバから IP デバイスへ
show run | s pnp
Router#show run | s pnp pnp profile zero-touch transport https ipv4 203.35.248.89 port
443
remotecert ncs

解決法 HTTPS と SSL が設定された PnP サーバ
admin@ncs-sm-vbranch> show configuration pnp server
port 443;
use-ssl true;
[ok][2016-05-31 19:33:28]

解決法 PnP サーバと接続しているデバイスと状態のリスト
admin@ncs-sm-vbranch> show pnp list
SERIAL IP ADDRESS CONFIGURED ADDED SYNCED LAST CONTACT
------------------------------------------------------------------------------FTX1738AJME 173.36.207.85 true true true 2016-05-23 23:44:44
FTX1738AJMG 173.36.207.81 true true true 2016-05-23 23:43:50
FTX1740ALBX 173.36.207.80 true true true 2016-05-23 23:44:21
SSI184904LG 173.36.207.82 true true true 2016-05-23 23:43:56
SSI185104LT 173.36.207.84 true true true 2016-05-23 23:43:57
[ok][2016-05-23 23:44:49]

解決法 CPE をリセットする PNP コマンド
request pnp reset clean serial xxxxxx
request pnp delete serial xxxxxx

Day -1 構成ファイルを CPE で変更する必要がある場合には、コマンドを 使用して新しいファ
イルを作成し、既存のものを上書きします:
tclsh
puts [open "flash:day--1-config" w+] {
aaa new-model
aaa authentication login default none
interface GigabitEthernet0
…..
pnp profile zero-touch
transport https ipv4 x.x.x.x port 443 remotecert ncs
}
Tclquit

解決法 PnP 状態のデバイス情報の表示
admin@ncs-sm-vbranch> show pnp-state device FTX1738AJME
pnp-state device FTX1738AJME
udi PID:ISR4451-X/K9,VID:V02,SN:FTX1738AJME
device-info 15.5(3)S2
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ip-address 173.36.207.81
mgmt-ip 10.254.0.1
port 22
name FTX1738AJME
username user-site2
password cisco223
sec-password priv-cisco222
snmp-community-ro cisco
salt ABCD
remote-node ""
wan-interface GigabitEthernet0/0/1
lan-interface GigabitEthernet0/0/0
configured true
request config
added false
synced false
is-netsim false
need-clean false
pending-exec ""
last-contact 2016-05-31 19:29:18
last-clean 0
reload-upon-delete false
[ok][2016-05-31 19:29:23]
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