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Cisco ACIマルチサイトOrchestrator GUIの概要
Cisco ACIマルチサイト (マルチサイト) Orchestrator GUIは、ブラウザベースのグラフィカル
インターフェイスで Cisco ACI、APIC、およびクラウド APICの実装を設定し、監視できしま
す。

GUIは、機能に応じて配置されています。たとえば、[ダッシュボード (Dashboard)]ページに
は、ファブリックとそのヘルスの概要が表示されます。[サイト (sites)]ページでは、各サイト
に関する情報が提供され、サイトを追加できます。[スキーマ (schema)]ページでは、スキーマ
の作成と設定を行うことができます。

各マルチサイト Orchestrator GUIページの機能について、次のセクションで説明されていま
す。

•ダッシュボード（2ページ）

•サイトページ（5ページ）

•スキーマページ（7ページ）

• [Tenants]ページ（9ページ）

•ユーザページ（11ページ）

•ポリシーページ（13ページ）
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•管理ページ（13ページ）

各ページの上部には、動作しているコントローラの数を示すコントローラステータス、および

[開始 (Get Started)]メニューアイコン、[設定]アイコン、[ユーザ]アイコンが示されます。

[開始 (Get)]メニューは、サイトまたはスキーマの追加、ポリシーの設定、管理タスクの実行
など、実行する可能性のある多数の一般的なタスクへの簡単なアクセスを提供します。

[設定 (Settings)]アイコンを使用すると、現在実行中のバージョン、現在のリリースの最新情
報、システムログ、および Swagger APIドキュメントなど、Multi-Site Orchestratorに関する概
要情報にアクセスできます。

•このリリースの最新情報をクリックすると、お使いのリリースの新機能の概要と、その他
のマルチサイトドキュメントへのリンクが表示されます。

• [システムログ (System Logs)]リンクをクリックすると、システムイベントログを設定およ
びダウンロードできます。詳細については、このガイドの「管理操作」の章を参照してく

ださい。

• [Swaggerドキュメントの表示 (View Swagger Docs)]リンクをクリックすると、一連の
SwaggerAPIオブジェクトとメソッドの参照にアクセスできます。SwaggerAPIの使用の詳
細については、『Cisco ACI Multi-Site REST API設定ガイド』を参照してください。

[ユーザ (User)]アイコンを使用すると、パスワードの更新、設定、ブックマークなど、現在ロ
グインしているユーザに関する情報を表示できます。また、Orchestrator GUIからログアウト
することもできます。

• [パスワードのリセット (ResetPassword)]リンクを使用すると、現在ログインしているユー
ザのパスワードを更新できます。

• [設定 (Preferences)]リンクを使用すると、いくつかの GUIオプションを変更できます。

• [ブックマーク (Bookmarks)]リンクをクリックすると、Orchestratorの使用中に保存したす
べてのブックマークされたスキーマのリストが開きます。スキーマを表示または編集する

際に、画面の右上隅にあるブックマークアイコンをクリックして、スキーマをブックマー

クすることができます。

ファブリックオブジェクトを使用すると、オブジェクトが表示されるたびに、Orchestratorの
GUI全体で [表示名 (Display Name)]フィールドが使用されます。オブジェクトの作成時に表示
名を指定できますが、Cisco APICでのオブジェクトの命名要件により、無効な文字は削除さ
れ、結果の内部名はオブジェクトをサイトにプッシュするときに使用されます。テナントの作

成時に使用される内部名は、通常、[表示名 (Display Name)]テキストボックスの下に表示され
ます。

ダッシュボード
マルチサイトダッシュボードには、現在の機能と健全性だけでなく、サイトの実装のすべての

リストが表示されます。
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次のスクリーンショットは、マルチサイトダッシュボードの表示内容を示しています:

図 1 :マルチサイトダッシュボード

ダッシュボードには次の機能領域があります:

•サイトのステータス:サイトのステータスのテーブルには、名前と場所に従ってサイトの
一覧が表示されます。このテーブルには、わかりやすいカラーコードによって、実装の現

在の健全性も表示されます。

• [Controller State]カラムには、使用可能および実行中のコントローラの数が表示されま
す。複数サイトの実装では、最大で3つのコントローラを設定できます。たとえば、
3つのコントローラのうち1つがダウンしている場合には、2/3として表示されます。

• [Connectivity]カラムには、BGPセッションの動作ステータスとデータプレーンユニ
キャスト、およびダッシュボードの各サイトでピアサイトに接続されているマルチ

キャストトンネルが示されます。この機能は、Cisco ACIマルチサイト、リリース
1.0(2)から利用できるようになりました。

1つ以上の BGPセッションまたはトンネル確立に失敗した場合、ACIマルチサイト
は、BGPセッションまたはトンネル確立に失敗したのがどのローカルスパインとリ
モートスパインであるかについての情報を提供します。ACIマルチサイトは、インフ
ラストラクチャ構成内のサイトを有効にします。ピアサイトへの BGPセッションと
データプレーンユニキャストおよびマルチキャストトンネルが確立されるようにす

るためです。

BGPセッション

• BGPピアリングタイプが Infra-> General Settingsでフルメッシュになっている
場合、BGPピアリングを有効にしたサイトのスパインノードは、すべてのピア
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サイト内で BGPピアリングが有効にされているすべてのスパインノードに対し
て BGPセッションを確立します。

• BGPピアリングタイプが Infra-> General Settings,でルートリフレクタになって
いる場合、BGPピアリングとルートリフレクタの両方を有効にしたサイトのス
パインノードは、すべてのピアサイト内で BGPピアリングが有効にされている
すべてのスパインノードに対して BGPセッションを確立します。ルートリフレ
クタモードでは、少なくともローカルスパインノードまたはリモートスパイン

ノードまたはその両方で、ルートリフレクタを有効にする必要があります。そう

しないと、それらの間で BGPセッションは確立されません。

•ローカルおよびリモートASNが異なる場合は、eBGPになります。したがって、
それらのサイト間のセッションは、BGPピアリングタイプとルートリフレクタ
の構成に関係なく、常にフルメッシュとなります。

ユニキャストおよびマルチキャストトンネル: ISNに接続し、インフラストラクチャ
構成を持つサイトのスパインノードは、ピアサイトで ISNに接続しているすべての
スパインノードに対してトンネルを確立します。

カラーコードは、次の条件を示します。

•重大 (赤色)

•メジャー (オレンジ色)

•マイナー (黄色)

•警告 (緑色)

色インジケータカラムの番号は、サイトごとの障害の数を示しています。

• + Add Site:当社の実装に別のサイトを追加できるようにします。+ Add Siteをクリックし
た場合には、Connection Settingsページで、次のようなサイトについての詳細情報を入力
する必要があります:

• Name:サイトの名前

• Labels:サイトのラベル ID。サイトには複数のラベルを関連付けることができます。

• APIC Controller URL:クラスタの識別用 URLには、さらに多くの APICコントロー
ラを追加することができます。

• Usernameと Password: adminレベルの権限を持つ APICログイン情報。

• Specify Domain For Site:デフォルトの認証ドメインが APIC内で構成されている場合
には、クリックしてスイッチをオンにし、ドメイン名を入力します。

新しいサイトの書斎を入力したら、 Saveボタンをクリックします。

• Schema Health:ロケールと健全性のスキーマの一覧を提供します。
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•対象のスキーマを検索するには、虫めがねアイコンをクリックし、スキーマ名を入力
します。

• + Add Schemaをクリックして、サイトに新しいスキーマを追加するための手順を開
始します。

•スキーマの詳細とテンプレートのステータスを表示するには、Schema Healthテーブ
ルのサイトロケールをクリックします。

Schema Healthテーブルはヒートマップタイプの表示になっています。対象としてい
るスキーマの健全性が、色に従って表示されます。2つのカラム (つまり、ロケール)
にまたがっているスキーマは、拡大状態であることを示しています。

•色によって強調表示されたセルをクリックすると、対象とするスキーマにどのよ
うなポリシーが組み込まれているかをより詳細に確認できます。スキーマの詳細

ページでは、矢印をクリックしてスキーマビルダーに移動し、対象とするスキー

マのポリシーの詳細を更新できます。

•色分けスライダーを使用すると、健全性をさらにレビューすることが必要なス
キーマを、範囲を選択して識別できます。たとえば、スライダーの値を80～100
の間に調整することができます。その後、指定した範囲に含まれるスキーマの実

装を、付随する [Schema Health]テーブルで表示できます。

サイトページ
マルチサイト [Sites]ページには、実装されているすべてのサイトが表示されます。[Sites]ペー
ジの例が次のスクリーンショットに示されています。

図 2 :マルチサイトの [Sites]ページ

[Sites]ページは次の 2つのペインで構成されています:
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• [サイト名またはラベル (Site Name or Label)]:サイトのステータスの表にはサイトの一覧
が示されており、次のカラーコードによる識別子に従って、実装の現在のヘルスステー

タスが示されています:

•重大 (赤色)

•メジャー (オレンジ色)

•マイナー (黄色)

•警告 (緑色)

特定のサイトをクリックすると、[接続設定 (Connection Settings)]表示でサイトの詳細の
確認や編集を行うことができます:

• [名前 (Name)]

• [ラベル (Label)]

• [APICコントローラ URL (APIC Controller URL)]

• [ユーザ名 (Username)]と[パスワード (Password)]

• [サイトのドメインの指定 (Specify Domain for Site)]

• [APICサイト ID (APIC Site ID)]

リストされているフィールドに変更を加えたら、 [保存 (Save)]ボタンをクリックしま
す。

• [APICコントローラ URL (APIC Controller URLs)]:マルチサイト実装で関連付けられた
APIC URLです。

• [インフラの設定 (Configure Infra)]:ファブリックインフラストラクチャの接続を設定する
には、このエリアをクリックします。詳細については Application Policy Infrastructure
Controller (APIC)ページを参照してください、。

• [サイト追加 (Add Site)]:実装にサイトを追加するには、[サイト追加 (Add Site)]ボタンを
クリックします。サイトを追加するには、次の詳細情報が必要です:

• [名前 (Name):]サイト名です。

• [ラベル (Label):]既存のラベルを選択するか、新しいものを作成します。

• [APICコントローラ URL (APIC Controller URL)]:既存の URL。新しい APICコント
ローラ URLを追加するには、+をクリックします。

• [ユーザ名 (Username)]:サイトのユーザ名です。

• [パスワード (Password)]:アクセスするための一意のサイトパスワードです。
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• [サイトのドメインの指定 (Specify Domain for Site)]:サイトのドメインを指定するに
は、セレクタをクリックして [On]にします。

• [アクション (Actions)]: APICユーザインターフェイスの情報カテゴリを編集、削除、また
は開くための、ドロップダウンメニューリストのオプションです。

監査ログ

ログの詳細を一覧表示するには、[監査ログ (Audit Log)]アイコン ([インフラの設定 (Configure
Infra)]タブの横)をクリックします。[監査ログ:サイトリスト (Audit Logs: Sites List)ページ
が表示されます。

ページの表には、次の詳細情報が表示されます：

•日付（Date）

•アクション

•詳細

•ユーザ

[最新 (Most Recent)]タブをクリックすると、特定の期間の監査ログを選択できます。たとえ
ば、2017年 11月 14日から 2017年 11月 17日までの範囲を選択し、[適用 (Apply)]をクリック
すると、この期間の監査ログの詳細が [監査ログ (Audit Logs)]ページに表示されます。

[フィルタ (Filter)]アイコン ([最新 (Most Recent)]タブの隣)をクリックすれば、次のような基
準に基づいてログの詳細のフィルタ処理を行うことができます:

• [ユーザ (User):] 1人のユーザまたはすべてのユーザをクリックして [適用 (Apply)]をクリッ
クすると、ユーザ名に基づいてログの詳細をフィルタ処理できます。

• [アクション (Action)]:アクションを選択します。たとえば作成済み、更新済み、または削
除済みを選択して [適用 (Apply)]をクリックすると、そのアクションに従ってログの詳細
をフィルタ処理できます。

スキーマページ
マルチサイトスキーマページでは、すべての実装に関連付けられているスキーマを一覧表示し

ます。

次のスクリーンショットは、統計情報の例を示しています。
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図 3 :複数サイトのスキーマページ

特定のスキーマを検索するには、虫めがねと関連付けられているフィールドを使用します。ス

キーマを設定に使用するか、VRF、EPGを持つアプリケーションプロファイル、フィルタお
よびコントラクト、ブリッジドメイン、外部 EPGを含むテナントポリシーをインポートしま
す。

スキーマの表では、表形式で次の情報が表示されます。

• [名前 (Name)]:スキーマ名をクリックすると、件名スキーマの設定を表示または更新しま
す。

• [テンプレート (Templates]:スキーマに使用されるテンプレートの名前が表示されます。テ
ンプレートは、グループポリシーである ACIコンテキストのプロファイルと同様です。
拡張オブジェクトまたは特有のオブジェクトのテンプレートを作成することができます。

• [テナント (Tenants)]:件名スキーマに使用されるテナントの名前が表示されます。

• [アクション (Actions)]：関連付けられるスキーマを持つ [アクション (Action)]フィールド
をクリックして、件名スキーマを編集または削除します。

[スキーマの追加 (Add Schema)]ボタンをクリックして、実装のために新しいスキーマを追加し
ます。スキーマの作成に関する詳細は、スキーマ管理で説明されています。

監査ログ

スキーマページのログの詳細が表示するには、[監査ログ (Audit Log)]アイコンをクリックし
ます。これは [スキーマの追加 (Add Schema)]タブの横にあります。[監査ログ：スキーマリス
ト (Audit Logs: Schemas List)]ページが表示されます。

ページの表には、次の詳細情報が表示されます：
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•日付（Date）

•アクション

•詳細

•ユーザ

[最新 (Most Recent)]タブをクリックすると、特定の期間の監査ログを選択できます。たとえ
ば、2017年 11月 10日から 2017年 11月 14日の範囲を選択して、[適用 (Apply)]をクリックす
れば、その機関の監査ログの詳細が [監査ログ (Audit Logs)]ページに表示されます。

[フィルタ (Filter)]アイコン ([最新 (Most Recent)]タブの隣)をクリックすれば、次のような基
準に基づいてログの詳細のフィルタ処理を行うことができます:

• [ユーザ (User)]:あるユーザまたはすべてのユーザを選択して [適用 (Apply)]をクリックす
ると、ユーザ名に基づいてログの詳細のフィルタ処理を行えます。

• [アクション (Action)]:アクションを選択します。たとえば作成、更新または削除を行って
[適用 (Apply)]をクリックすると、そのアクションに従ってログの詳細のフィルタ処理を
行えます。

スキーマの作成の詳細については、スキーマ管理を参照してください。

[Tenants]ページ
マルチサイト Tenantsページには、実装を構成しているすべてのテナントが一覧表示されま
す。

次のスクリーンショットは設定例を示します:
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図 4 :複数サイトのテナントページ

Tenantsページのテーブルには、以下の項目が表示されます:

•テナント名

•割り当て先サイト

•割り当て先ユーザ

•割り当て先スキーマ

•アクション

このページの特徴と機能としては、次のものがあります:

• Name:テナント名をクリックすると、Tenant Detailsの設定にアクセスできます。Tenant
Detailsページでは、次のセクションの編集や更新を行えます:

• General Settings:必要に応じて、表示名と説明を変更します。

• Associated Sites:対象のテナントと関連付けられているサイトを表示します。

• Associated Users:対象のテナントと関連付けられているユーザを表示します。ユーザ
名の隣にあるボックスをオンにすれば、ユーザを対象のテナントと関連付けることが

できます。

• Associated Schemas: Associated Schemaの一覧をクリックすると、対象のテナントに関連
付けられたスキーマが表示されます。

• Actions: Actionsの一覧をクリックすると、対象テナントの詳細サイトの編集や、新しい
ネットワークマッピングの作成を行えます。
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Deleteを Actionsドロップダウンメニューから選択すれば、テナ
ントを削除することができます。

（注）

• Add Tenant: Add Tenantボタンをクリックすると、実装内容に既存のテナントを追加でき
ます。それから [TenantDetails]ページでは、テナント名、説明、セキュリティドメイン、
および関連付けられているユーザを追加できます。

監査ログ

Audit Logアイコン (Add Tenantタブの隣)をクリックすると、[Tenants]ページのログの詳細を
一覧表示できます。Audit Logs: Tenants Listページが表示されます。

ページのテーブルには、以下の詳細が表示されます:

•日付（Date）

•アクション

•詳細

•ユーザ

[最新 (Most Recent)]タブをクリックすると、特定の期間の監査ログを選択できます。たとえ
ば、2017年 11月 10日から 2017年 11月 14日の範囲を選択して、[適用 (Apply)]をクリックす
れば、その機関の監査ログの詳細が [監査ログ (Audit Logs)]ページに表示されます。

[フィルタ (Filter)]アイコン ([最新 (Most Recent)]タブの隣)をクリックすれば、次のような基
準に基づいてログの詳細のフィルタ処理を行うことができます:

• [ユーザ (User):] 1人のユーザまたはすべてのユーザをクリックして [適用 (Apply)]をクリッ
クすると、ユーザ名に基づいてログの詳細をフィルタ処理できます。

• [アクション (Action)]:アクションを選択します。たとえば作成済み、更新済み、または削
除済みを選択して [適用 (Apply)]をクリックすると、そのアクションに従ってログの詳細
をフィルタ処理できます。

テナントの追加の詳細については、テナント管理を参照してください。

ユーザページ
マルチサイトOrchestratorの [ユーザ (Users)]ページにはすべてのユーザが表示されます。次に
示すのは、[ユーザ (Users)]ページの例です。
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図 5 : [ユーザ（Users）]ページ

[ユーザ (Users)]ページには、ユーザ名および関連付けられている電子メールで識別されてい
るすべてのユーザと、現在のアクティビティステータスの表が表示されます。[ユーザ名
(Username)]を選択してクリックすると、対象とするユーザに属する [一般設定 (GeneralSetting)]
ページが表示されます。[一般設定 (General Setting)]ページでは、ユーザ名、パスワード、電
子メール、およびスイッチオンユーザロールなど、対象とするユーザに関連付けられている

詳細を編集できます。

[ユーザの追加 (Add User)]をクリックすると、新しいユーザをマルチサイトの実装に追加で
きます。[一般設定 (GeneralSetting)]ページの表示では、ユーザ名、パスワード、電子メール、
スイッチオンユーザロールをマルチサイトの実装と関連付けることができます。

監査ログ

[ユーザ (Users)]ページのログの詳細を一覧表示するには、[監査ログ (Audit Log)]アイコン
([ユーザの追加 (Add User)]タブの隣)をクリックします。[監査ログ:ユーザリスト (Audit Logs:
Users List)]ページが表示されます。

ページの表には、次の詳細情報が表示されます：

•日付（Date）

•アクション

•詳細

•ユーザ

[最新 (Most Recent)]タブをクリックすると、特定の期間の監査ログを選択できます。たとえ
ば、2017年 11月 10日から 2017年 11月 14日の範囲を選択して、[適用 (Apply)]をクリックす
れば、その機関の監査ログの詳細が [監査ログ (Audit Logs)]ページに表示されます。

GUIの概要
12

GUIの概要

ユーザページ



[フィルタ (Filter)]アイコン ([最新 (Most Recent)]タブの隣)をクリックすれば、次のような基
準に基づいてログの詳細のフィルタ処理を行うことができます:

• [ユーザ (User):] 1人のユーザまたはすべてのユーザをクリックして [適用 (Apply)]をクリッ
クすると、ユーザ名に基づいてログの詳細をフィルタ処理できます。

• [アクション (Action)]:アクションを選択します。たとえば作成済み、更新済み、または削
除済みを選択して [適用 (Apply)]をクリックすると、そのアクションに従ってログの詳細
をフィルタ処理できます。

ポリシーページ
マルチサイト Orchestratorの [ポリシー (Policies)]ページには、ファブリック用に設定したすべ
てのポリシーが表示されます。

[ポリシー (Policies)]ページには、すべてのポリシーのテーブルとともに、それらのタイプの概
要、関連付けられているテナント、説明、および使用方法が表示されます。このページを使用

して、新しいポリシーを追加したり、既存のポリシーを編集したりすることができます。

使用可能なポリシータイプとその設定方法の詳細については、管理操作の章を参照してくださ

い。

管理ページ
Cisco ACIマルチサイト Orchestratorナビゲーションバーから [管理者 (Admin)]タブを選択する
と、次の追加の管理ページが展開されます。

•プロバイダ

•ログインドメイン

•バックアップ

•監査ログ

•セキュリティ

•リモートロケーション

•システム設定

GUIの概要
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プロバイダ

図 6 : Cisco ACIマルチサイト Orchestratorプロバイダページ

[管理 (Admin)]見出しの下の [プロバイダ (Providers)]ページでは、設定された外部認証プロバ
イダに関する情報が表示されます。次の詳細が、各プロバイダに対して示されます。

•ホスト名

•タイプ

•説明

•ポート

•タイムアウト (秒)

•リトライ

外部認証プロバイダの操作については、管理操作で説明しています。
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ログインドメイン

図 7 : Cisco ACIマルチサイト Orchestratorのログインドメインページ

[管理 (Admin)]見出しの下の [ログインドメイン (Login Domains)]ページでは、利用可能なロ
グインドメインに関する情報が表示されます。各ドメインについて、次の詳細が表示されま

す。

•名前

•説明

•プロバイダ

• Status（ステータス）

•デフォルト (Default)

ログインドメインの操作については、管理操作で説明しています。
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バックアップ

図 8 : Cisco ACIマルチサイト Orchestratorのバックアップページ

[管理 (Admin)]見出しの下の [バックアップ (Backups)]ページでは、作成したバックアップに
関する情報が表示されます。次の詳細が、各ドメインに対して示されます。

•日付

•名前

•サイズ

•注記

バックアップの操作については、管理操作で説明しています。
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図 9 : Cisco ACIマルチサイト Orchestrator監査ログページ

監査ログ

[管理 (Admin)]見出しの下の [監査ログ (Audit Logs)]ページでは、監査ログとレコードに関す
る情報が占めさえrます。次の詳細が表示されます。

•日付（Date）

•アクション

•タイプ

•詳細

•ユーザ

ログの操作については、管理操作で説明しています。
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セキュリティ

図 10 : Cisco ACIマルチサイト Orchestratorセキュリティページ

[管理 (Admin)]見出しの下の [セキュリティ (Security)]ページでは、Orchestratorにより使用す
るために設定したカスタム証明書とキーリングに関する情報が示されます。次の詳細が示され

ます。

•認証局

•名前

•説明

•キーリング

•名前

•説明

•トラストポイント

•状態

証明書の操作は、管理操作で説明されています。

リモートロケーション

[管理 (Admin)]見出しの下の [リモートロケーション (Remote Location)]ページでは、Orchestrator
により使用するために設定したリモートバックアップロケーションに関する情報が表示され

ます。次の詳細が示されます。

•名前

GUIの概要
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•ホスト

•プロトコル

•ユーザ名

•リモートパス

リモートバックアップの作業については、管理操作で説明しています。

システム設定

[管理 (Admin)]見出しの下の [システム設定 (System Configuration)]ページでは、Orchestrator
GUIの動作方法を定義する多くのシステム設定を構成することができます。たとえば、失敗し
たログイン試行の処理方法を変更することや、GUIの上部に警告バナーを表示するかどうかを
設定することができます。

使用可能なシステム設定の詳細については、管理操作を参照してください。
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