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はじめに
ここでは、次の項について説明します。
• 対象読者, v ページ
• 表記法, vi ページ
• 関連資料, vii ページ
• マニュアルに関するフィードバック, viii ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, viii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco UCS Director を使用し、以下の少なくとも 1 つの分野において責任と専
門知識を持つデータセンター管理者を主に対象としています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ
• 仮想化および仮想マシン
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はじめに
表記法

表記法
テキストのタイプ

用途

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル] のように示しています。

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用しませ
ん。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。
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関連資料

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。 ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮で
きます。

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り
扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。 警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器
に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。
これらの注意事項を保存しておいてください。

関連資料
『Cisco UCS Director Documentation Roadmap』
Cisco UCS Directorの資料の詳細なリストについては、次の URL にある 『Cisco UCS Director
Documentation Roadmap』 を参照してください：http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/
ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html。
『Cisco UCS Documentation Roadmaps』
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc で入手できる『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
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マニュアルに関するフィードバック

（注）

『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』には Cisco UCS Manager および Cisco UCS
Central のドキュメントのリンクが含まれています。 『Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap』には Cisco Integrated Management Controller のドキュメントのリンクが含まれていま
す。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。 ご協力を
よろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、毎月更新される
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の
技術マニュアルの一覧も示されています。
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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章

概要
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS Director とシスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ, 1 ペー
ジ
• Cisco Application Policy Infrastructure Controller, 1 ページ

Cisco UCS Director とシスコ アプリケーション セントリッ
ク インフラストラクチャ
Cisco UCS Director は、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、および仮想化の各レイ
ヤーを 1 つのペインで管理する統合インフラストラクチャ管理ソリューションです。 Cisco UCS
Director には、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、および仮想化の各レイヤーをサ
ポートするワークフロー タスクからなるワークフロー オーケストレーション エンジンが使用さ
れています。 Cisco UCS Director は、マルチテンナンシーをサポートしているため、インフラスト
ラクチャのポリシー ベースの利用と共有利用が可能です。
シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）では、ネットワークを定義
するアプリケーション要件が考慮されます。 このアーキテクチャは、アプリケーション展開サイ
クル全体を単純化、最適化、および迅速化します。
Cisco UCS Director と Cisco ACI を組み合わせれば、アプリケーション中心のインフラストラクチャ
の自動プロビジョニングと配信が可能になります。

Cisco Application Policy Infrastructure Controller
Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）は、Cisco ACI の自動化、管理、モニタリ
ング、およびプログラム可能性の統合ポイントです。 APIC は、インフラストラクチャの物理コ
ンポーネントと仮想コンポーネントの統合運用モデルを使用して、あらゆる場所でのあらゆるア
プリケーションの展開、管理、およびモニタリングをサポートします。 つまり、広大なクラウド
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概要
Cisco Application Policy Infrastructure Controller

ネットワークの中央制御エンジンです。 APIC は、アプリケーションの要件とポリシーに基づく
ネットワーク プロビジョニングおよび制御をプログラムで自動化します。
オーケストレーション機能を使用すれば、1 つ以上のワークフロー内の APIC タスクの設定と管理
を自動化することができます。 APIC オーケストレーション タスクの完全なリストは、ワークフ
ロー デザイナとタスク ライブラリで入手できます。 Cisco UCS Director の Orchestrator に関する詳
細は、『Cisco UCS Director Orchestration Guide』を参照してください。
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章

APIC アカウントの設定
この章は、次の内容で構成されています。
• APIC アカウントの追加, 3 ページ
• APIC レポートの表示, 6 ページ
• ポッドへの APIC アカウントの割り当て, 16 ページ
• APIC フェイルオーバーの処理, 17 ページ

APIC アカウントの追加
（注）

Cisco APIC アカウントは特定のポッドに関連付けられません。

（注）

リソース グループに属しているアカウントに関連付けられたポッドは編集できません。 リソー
ス グループに属しているアカウントは削除できません。
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APIC アカウントの設定
APIC アカウントの追加

（注）

APIC クラスタを追加すると、そのクラスタ内のコントローラが自動的に検出されます。 [要
約] タブでコントローラの詳細を確認できます。 [要約] タブに移動するには、[物理] > [ネット
ワーク] の順に選択して、左側のペインに表示されたマルチドメイン マネージャから APIC ア
カウントを選択します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理] > [物理アカウント] の順に選択します。

ステップ 2

[マルチドメイン マネージャ] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[アカウントの追加] ダイアログボックスで、[アカウント タイプ] ドロップダウン リストから [APIC] を選
択します。

ステップ 5

[送信] をクリックします。

ステップ 6

[アカウントの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[アカウント名] フィールド

マルチドメイン アカウント名。

[説明] フィールド

マルチドメインの説明。

[サーバ IP] フィールド

APIC サーバの IP アドレス。

[ユーザ クレデンシャル ポリシー] チェックボック ポリシーを使用してアカウントにクレデンシャルを
ス
割り当てる場合に、このチェックボックスをオンに
します。
[クレデンシャル ポリシー] ドロップダウン リスト このフィールドは、[ユーザ クレデンシャル ポリ
シー] チェックボックスがオンになっている場合に
のみ表示されます。 クレデンシャル ポリシーを選
択します。
（注）
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SSH または Telnet プロトコルを使用して
デバイスに接続することはできません。
SSH または Telnet プロトコルが選択され
たデバイス クレデンシャル ポリシー内で
指定されている場合は、クレデンシャル
ポリシーで定義されたプロトコルをチェッ
クするように促されます。

APIC アカウントの設定
APIC アカウントの追加

名称

説明

[ユーザ名] フィールド

このフィールドは、[ユーザ クレデンシャル ポリ
シー] チェックボックスがオフになっている場合に
のみ表示されます。 このアカウントは、ユーザ名
を使用して APIC サーバにアクセスします。 この
ユーザ名は、APIC サーバ内で有効な管理アカウン
トにする必要があります。
（注）

LDAP クレデンシャルでは、ユーザ名の
形式を apic:<LDAP Domain Name>\<LDAP
User Name> にする必要があります。

[パスワード] フィールド

このフィールドは、[ユーザ クレデンシャル ポリ
シー] チェックボックスがオフになっている場合に
のみ表示されます。 このパスワードがユーザ名に
関連付けられます。

[プロトコル] ドロップダウン リスト

このフィールドは、[ユーザ クレデンシャル ポリ
シー] チェックボックスがオフになっている場合に
のみ表示されます。 プロトコルを [https] として選
択します。

[ポート] フィールド

このフィールドは、[ユーザ クレデンシャル ポリ
シー] チェックボックスがオフになっている場合に
のみ表示されます。 このポートが APIC アカウント
へのアクセスに使用されます。

[連絡先] フィールド

このアカウントを使用する管理者または個人の電子
メール アドレス。

[ロケーション] フィールド

アカウントと関連付けられたデバイスの場所。

ステップ 7

[送信] をクリックします。

ステップ 8

新しく作成したアカウントを選択します。

ステップ 9

アカウントが機能することを確認するには、[接続のテスト] をクリックします。

Cisco UCS Director によって APIC サーバへの接続がテストされます。 このテストに合格した場合
は、APIC アカウントが追加され、APIC サーバ内のすべてのインフラストラクチャ要素が検出さ
れます。 この検出プロセスとインベントリ収集が完了するまでに数分かかります。
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APIC アカウントの設定
APIC レポートの表示

APIC レポートの表示
Cisco UCS Director で APIC アカウントを作成した後は、関連レポートを表示できるようになりま
す。

ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、[マルチドメイン マネージャ] をクリックします。

ステップ 3

[APIC アカウント] を展開して、APIC アカウントをクリックします。
Cisco UCS Director に APIC アカウントのシステム概要とコントローラが表示されます。

ステップ 4

サーバの特定のコンポーネントの詳細を確認するには、次のタブのいずれかをクリックします。
名称

説明

[要約] タブ

APIC コントローラのシステム概要と要約を表示し
ます。
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APIC アカウントの設定
APIC レポートの表示

名称

説明

[ファブリック ノード] タブ

ノード名、モデル、ベンダー、ロール、シリアル、
ステータス付きノード ID などの詳細を含むファブ
リック ノードのリストを表示します。
ファブリック ノードの詳細情報を表示するには、
ファブリック ノードを選択して、[詳細の表示] をク
リックします。 次のタブが表示されます。
• [ファブリック シャーシ]：ファブリック シャー
シのファブリック名、ID、モデル、ベンダー、
シリアル、リビジョン、および動作ステータ
スを表示します。
• [ファン スロット]：ファン スロットのファブ
リック名、スロット ID、タイプ、動作ステー
タス、および挿入されたカードの詳細を表示
します。
• [物理インターフェイス]：速度、モード、CFG
アクセス VLAN、CFG ネイティブ VLAN、バ
ンドルインデックス、デュプレックス、状態、
および現在の動作状態の理由を含むインター
フェイス詳細を表示します。
• [ファブリック ルーテッド VLAN インターフェ
イス]：ファブリック ルーテッド VLAN イン
ターフェイスのステータスと現在の動作ステー
タスの理由を表示します。
• [ファブリック カプセル化ルーテッド インター
フェイス]：ファブリック カプセル化ルーテッ
ド インターフェイスのリストを表示します。
• [ファブリック ルーテッド ループバック イン
ターフェイス]：ファブリック ルーテッド ルー
プバック インターフェイスのリストを表示し
ます。
• [ファブリック管理インターフェイス]：ファブ
リック管理インターフェイスのリストを表示
します。
• [トンネル インターフェイス]：トンネル イン
ターフェイスのインターフェイス、動作状態、
現在の動作状態の理由、トンネル レイヤ、ト
ンネル タイプ、およびタイプを表示します。
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名称

説明

[システム] タブ

ノード名、インバンド管理 IP アドレス、アウトオ
ブバンド管理 IP アドレス、インフラストラクチャ
IP アドレス、ファブリック MAC アドレス、ID、
ロール、およびシリアル番号を含むシステム詳細を
表示します。

[ファブリック メンバーシップ] タブ

ノード名、シリアル番号、ノードID、モデル、ロー
ル、IP アドレス、廃止ステータス、およびサポート
されているモデルを含むファブリック メンバシッ
プ詳細を表示します。

[物理ドメイン] タブ

APIC サーバ内の物理ドメインを表示します。 ドメ
インを追加するには、[追加] をクリックします。

[テナントの健全性] タブ

テナントの健全性スコアを表示します。
テナントの健全性に関する詳細を表示するには、テ
ナントを選択して、[詳細の表示] をクリックしま
す。 次のタブが表示されます。
• [EPG の健全性]：エンドポイント グループ
（EPG）の健全性スコアを表示します。
• [アプリケーションの健全性]：アプリケーショ
ンの健全性スコアを表示します。

[ノードの健全性] タブ

ノードの健全性スコアを表示します。
ノードの健全性の詳細を表示するには、ノードを選
択して、[詳細の表示] をクリックします。 次のタブ
が表示されます。
• [アクセス ポートの健全性]：アクセス ポート
の健全性スコアを表示します。
• [ファブリック ポートの健全性]：ファブリック
ポートの健全性スコアを表示します。
• [ラインカードの健全性]：ラインカードの健全
性スコアを表示します。
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名称

説明

[アクセス エンティティ プロファイル] タブ

アクセス エンティティ プロファイルの名前と説明
を表示します。
アクセス エンティティ プロファイルの詳細を表示
するには、エンティティプロファイルを選択して、
[詳細の表示] をクリックします。 次のタブが表示さ
れます。
• [ポリシー グループ]：エンティティ プロファ
イルのポリシー グループを表示します。
• [インターフェイスに関連付けられたドメイ
ン]：インターフェイスに関連付けられたドメ
インのリストを表示します。

[リンク レベル ポリシー] タブ

リンクレベルポリシーの名前、自動ネゴシエーショ
ン、速度、リンク デバウンス間隔、および説明を
表示します。

[VLAN プール] タブ

APIC サーバに追加された VLAN プールを表示しま
す。 VLAN プールを追加するには、[追加] をクリッ
クします。
VLAN プールの詳細を表示するには、VLAN プール
を選択して、[詳細の表示] をクリックします。 次の
タブが表示されます。
• [VLAN プールの範囲]：VLAN プール名、割り
当てのモード、およびプールの範囲を表示し
ます。 VLAN プールに VLAN の範囲を追加す
るには、[追加] をクリックします。

[CDP インターフェイス ポリシー] タブ

管理ステータスを伴う Cisco Discovery Prototol
（CDP）インターフェイス ポリシーの名前と説明
を表示します。

[LLDP インターフェイス ポリシー] タブ

受信ステータスと送信ステータスを伴う Link Layer
Discovery Protocol（LLDP）インターフェイス ポリ
シーの名前と説明を表示します。

[リーフ ポリシー グループ] タブ

リーフ ポリシー グループの名前と説明を表示しま
す。
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名称
[テナント] タブ
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説明

APIC アカウントの設定
APIC レポートの表示

名称

説明
APIC サーバ内のテナントを表示します。 テナント
を追加するには、[追加] をクリックします。
テナントの詳細を表示するには、テナントを選択し
て、[詳細の表示] をクリックします。 次のタブが表
示されます。
• [概要]：テナントの概要を表示します。
• [アプリケーション プロファイル]：テナント
アプリケーション プロファイルの名前、テナ
ント、説明、およびQoSクラスを表示します。
テナント アプリケーション プロファイルを追
加するには、[追加] をクリックします。 アプ
リケーション プロファイルを選択したときに
表示される [詳細の表示] をクリックすると、
アプリケーション プロファイルの EPG が表示
されます。 EPG を選択して、[詳細の表示] を
クリックすると、EPG のコントラクト、スタ
ティック ノード、ドメイン、スタティック パ
ス、およびサブネットが表示されます。
• [フィルタ]：フィルタのテナント、名前、およ
び説明を表示します。 テナント フィルタ ルー
ルを表示するには、フィルタを選択して、[詳
細の表示] をクリックします。
• [外部ブリッジ ネットワーク]：外部ブリッジ
ネットワークのテナント、名前、および説明
を表示します。 ネットワークを選択して、[詳
細の表示] をクリックすると、次のタブが表示
されます。
◦ [外部ネットワーク]：外部ネットワークを
選択して、[詳細の表示] をクリックする
と、指定されたコントラクトと消費され
たコントラクトの詳細が表示されます。
◦ [ノード プロファイル]：ノード プロファ
イルを選択して、[詳細の表示] をクリッ
クすると、インターフェイス プロファイ
ルの詳細が表示されます。
• [外部ルーテッド ネットワーク]：外部ルーテッ
ド ネットワークのテナント、名前、および説
明を表示します。 ネットワークを選択して、
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名称

説明
[詳細の表示] をクリックすると、次のタブが表
示されます。
◦ [ルート プロファイル]：ルート プロファ
イルを選択して、[詳細の表示] をクリッ
クすると、コンテキストの詳細が表示さ
れます。
◦ [論理ノード プロファイル]：論理ノード
プロファイルを選択して、[詳細の表示]
をクリックすると、論理インターフェイ
ス プロファイルの詳細が表示されます。
◦ [外部ネットワーク]：外部ネットワークを
選択して、[詳細の表示] をクリックする
と、サブネット、指定されたコントラク
ト、および消費されたコントラクトの詳
細が表示されます。
• [ブリッジ ドメイン]：テナント、名前、説明、
セグメント ID、ユニキャスト トラフィック、
ARP フラッディング、マルチキャスト IP アド
レス、カスタマー MAC アドレス、ユニキャス
ト ルート、およびレイヤ 2 の不明なユニキャ
スト値を表示します。
ブリッジ ドメインの詳細を表示するには、ブ
リッジ ドメインを選択して、[詳細の表示] を
クリックします。 次のタブが表示されます。
• [DHCP リレー ラベル]：DHCP リレーの
テナント、名前、説明、および範囲を表
示します。
• [サブネット]：テナントのテナント、ブ
リッジ ドメイン、説明、サブネット制
御、およびゲートウェイ アドレスを表示
します。
• [プライベート ネットワーク]：プライベート
ネットワークのテナント名、名前、説明、ポ
リシー制御、およびセグメントを表示します。
プライベート ネットワークを追加するには、
[追加] をクリックします。
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名称

説明
• [BGP タイマー]：ボーダー ゲートウェイ プロ
トコル（BGP）のグレースフル リスタート制
御、ホールド間隔、キープアライブ間隔、お
よび陳腐化間隔を表示します。
• [コントラクト]：コントラクトのテナント、名
前、説明、タイプ、QoS、および範囲を表示し
ます。
コントラクトの詳細を表示するには、コント
ラクトを選択して、[詳細の表示] をクリックし
ます。 次のタブが表示されます。
• [コントラクト対象]：コントラクト対象を
選択して、[詳細の表示] をクリックする
と、フィルタ チェーン、コンシューマか
らプロバイダー方向のフィルタ チェー
ン、プロバイダーからコンシューマ方向
のフィルタ チェーン、指定されたラベ
ル、および消費されたラベルが表示され
ます。
• [エクスポートされたテナント]：エクス
ポートされたテナントのコントラクトを
表示します。
• [禁止コントラクト]：禁止コントラクトのテナ
ント、名前、説明、および範囲を表示します。
• [コントラクト バンドル]：コントラクト バン
ドルのリストを表示します。
• [リレー ポリシー]：リレー ポリシーのリスト
を表示します。
• [オプション ポリシー]：オプション ポリシー
のリストを表示します。
• [エンド ポイント保持]：テナントのテナント、
名前、説明、ホールド間隔、バウンス トリ
ガー、バウンス エントリ経過期間、ローカル
エンドポイント経過期間、リモート エンドポ
イント経過期間、および移動頻度を表示しま
す。
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名称

説明
• [OSPF インターフェイス]：Open Shortest Path
First（OSPF）インターフェイスのテナント、
名前、説明、ネットワーク タイプ、プライオ
リティ、インターフェイスのコスト、インター
フェイス制御、hello 間隔、dead 間隔、再送間
隔、および送信遅延を表示します。
• [OSPF タイマー]：OSPF タイマーの詳細を表示
します。
• [IGMP スヌープ]：IGMP スヌープの詳細を表
示します。
• [カスタム QOS]：カスタム QoS の詳細を表示
します。
• [L4-L7 サービス グラフ]：レイヤ 4 ～ 7 のサー
ビス グラフの詳細を表示します。 サービス グ
ラフを選択して、[詳細の表示] をクリックする
と、コンシューマ EPG、プロバイダー EPG、
ノード、および接続が表示されます。
• [デバイス クラスタ]：デバイス クラスタの詳
細を表示します。 デバイス クラスタを選択し
て、[詳細の表示] をクリックすると、実体デバ
イスが表示されます。 実体デバイスを選択し
て、[詳細の表示] をクリックすると、実体イン
ターフェイスへの仮想ネットワーク インター
フェイス カード（vNIC）と実体インターフェ
イスへのパスが表示されます。
• [論理デバイス コンテキスト]：論理デバイス
コンテキストの詳細を表示します。
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名称

説明

[VM ネットワーキング] タブ

仮想マシン（VM）ネットワークとベンダーの詳細
を表示します。
VM ネットワークの詳細を表示するには、VM を選
択して、[詳細の表示] をクリックします。 次のタブ
が表示されます。
• [VMware ドメイン]：VMware ドメインとベン
ダーの詳細のリストを表示します。 VMware
ドメインを選択して、[詳細の表示] をクリック
すると、VMware ドメイン コントローラが表
示されます。 VMware ドメイン コントローラ
を選択して、[詳細の表示] をクリックすると、
分散仮想スイッチ（DVS）が表示されます。
DVS を選択して、[詳細の表示] をクリックす
ると、DVS ポート グループが表示されます。

[L4-L7 サービス デバイス タイプ] タブ

モデル、ベンダー、バージョン、および機能を含む
レイヤ 4 ～ 7 のサービス デバイス タイプを表示し
ます。
レイヤ 4 ～ 7 のサービス デバイス タイプの詳細を
表示するには、レイヤ 4 ～ 7 のサービス デバイス
タイプを選択して、[詳細の表示] をクリックしま
す。 次のタブが表示されます。
• [L4-L7 サービス デバイス タイプ]：レイヤ 4
～ 7 のサービス デバイス タイプのベンダー、
パッケージ名、バージョン、およびロギング
レベルを表示します。
• [L4-L7 サービス デバイス インターフェイス ラ
ベル]：インターフェイス ラベルのリストを表
示します。
• [L4-L7 サービス機能]：サービス機能のリスト
を表示します。

[ファブリック ノード トポロジ] タブ

ファブリック ノードのトポロジの詳細を表示しま
す。
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名称

説明

[L2 ネイバー] タブ

プロトコル、ファブリック名、デバイスID、機能、
ポート ID、ローカル インターフェイス、ホールド
時間、およびプラットフォームを含むレイヤ 2 ネイ
バーの詳細を表示します。

[展開されたサービス グラフ] タブ

APICアカウントのテナント、コントラクト、状態、
サービス グラフ、コンテキスト名、ノード機能、
および説明を表示します。

[アクセス ポート ポリシー グループ] タブ

APIC サーバ内のアカウントのリンク レベル ポリ
シー、Cisco Discovery Protocol（CDP）ポリシー、
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）ポリシー、お
よび添付されたエンティティ プロファイルを表示
します。

[ファブリック インターフェイス プロファイル] タ APIC サーバのファブリック インターフェイス プロ
ブ
ファイルを表示します。
[ファブリック スイッチ プロファイル] タブ

APIC サーバのファブリック スイッチ プロファイル
を表示します。

ポッドへの APIC アカウントの割り当て
ユーザ インターフェイス（UI）の [統合] タブで、Cisco UCS Director にデータセンター向けのデ
バイスの統合スタックが表示されます。 統合 UI に APIC アカウントを表示するには、ポッドに
APIC アカウントを割り当てる必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、[マルチドメイン マネージャ] をクリックします。

ステップ 3

[APIC アカウント] を展開して、APIC アカウントをクリックします。
Cisco UCS Director に APIC アカウントのシステム概要とコントローラが表示されます。

ステップ 4

右側のペインで、ポッドに割り当てる APIC アカウントを選択します。

ステップ 5

[ポッドへの割り当て] をクリックします。
[ポッドへの割り当て] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 6

[ポッドの選択] ドロップダウン リストから、APIC アカウントを割り当てるポッドを選択します。

ステップ 7

[送信] をクリックします。
APIC アカウントが統合 UI に表示されます。

APIC フェイルオーバーの処理
Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）は、シスコ アプリケーション セントリッ
ク インフラストラクチャ（ACI）の自動化、管理、モニタリング、およびプログラム可能性の統
合ポイントです。 1 つの APIC アカウントに複数のコントローラを追加できます。 高可用性を保
証するためには、少なくとも 3 つの APIC が必要です。 APIC デバイスの管理に使用されていたコ
ントローラの IP アドレスがダウンすると、Cisco UCS Director が到達可能なコントローラの IP ア
ドレスのいずれかを使用して APIC デバイスとデータをやり取りしようとします。
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章

リソース グループの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• リソース グループについて, 19 ページ
• 提供サービス, 20 ページ
• テナント プロファイル, 27 ページ
• リソース グループ, 31 ページ
• ファイアウォール ポリシー, 43 ページ
• アプリケーション プロファイル, 46 ページ

リソース グループについて
リソース グループは、アプリケーション要件に基づいてリソースを選択するために使用されるメ
カニズムです。 一致条件に基づくリソースの動的な選択を可能にするために、提供サービス、テ
ナント プロファイル、アプリケーション プロファイル、リソース グループなどのリソース グルー
プの概念が導入されました。リソースグループの概念を使用すれば、リソースの動的な選択に基
づいて、テナントをオンボードしたり、アプリケーションを展開したりできます。
リソース グループは、物理インフラストラクチャ リソースと仮想インフラストラクチャ リソー
スの組み合わせです。 リソース グループを使用すれば、より少ない手作業でテナントを Cisco
UCS Director にオンボードできます。
インフラストラクチャ管理者またはシステム管理者は、一度に、1 つのリソース グループに 1 つ
のインフラストラクチャまたは仮想アカウントを追加できます。また、リソースグループにポッ
ドを追加して、そのポッド内のすべてのアカウントをそのリソースグループに追加できます。リ
ソースグループへのポッドの割り当てに関する詳細については、リソースグループへのポッドの
追加, （41 ページ）を参照してください。
アカウントがリソースグループに追加されている場合は、デフォルトで、リソースグループが、
リソースグループエンティティの容量と機能としてそのアカウント用のオブジェクトのすべての
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機能と容量をアナウンスします。 Cisco UCS Director を使用すれば、リソース グループから特定
の容量または機能を選択的に無効にできます。
提供サービスは、必要なリソース機能とリソース容量によって定義されます。 サービスのクラス
を定義した提供サービスを定義する必要があります。 リソース要件の機能を記述した複数のサー
ビス クラスを使用して提供サービスを指定できます。
サービス クラスは、次のレイヤ コンポーネントの要件を定義します。
• コンピューティング
• ストレージ
• ネットワーク
• 仮想
提供サービスを定義するときに、リソース グループの用途を次のいずれかとして指定できます。
• [共有]：アプリケーションまたはテナント間でリソースを共有します。
• [専用]：リソースを特定のアプリケーションまたはテナント専用にします。

提供サービス
提供サービスは、アプリケーションの要件を記述したものです。 各レイヤの容量と機能の観点か
ら要件を定義できます。 6 つすべてのカテゴリのサービス クラスを使用できます。 容量、機能、
およびタグに基づいて、リソースグループがフィルター処理され、一致するリソースグループが
テナント オンボーディングやアプリケーション展開における今後の処理用として選択されます。

提供サービスの追加
はじめる前に
サービス クラス用のリソース タグを定義するときにタグを一覧表示するには、タグがタグ ライ
ブラリ内で作成され、それぞれのオブジェクトに関連付けられていることを確認します。 タグの
作成方法の詳細については、『Cisco UCS Director Administration Guide』を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[提供サービス] タブをクリックします。
Cisco UCS Director で使用可能な提供サービスが表示されます。
• 提供サービスを選択して、[表示] をクリックすると、その提供サービスの名前、説明、およびサービ
ス クラスが表示されます。
• 提供サービスを選択して、[詳細の表示] をクリックすると、その提供サービスのサービス クラスが
表示されます。 テナントの ID、名前、説明、リソース グループ タイプ、アプリケーションのリソー
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ス グループ タイプ、および提供サービスに割り当てられたサービス クラスのリソース タイプが表示
されます。
• サービス クラスを選択して、[詳細の表示] をクリックすると、そのサービス クラスの機能、容量、
およびリソース グループ タグが表示されます。
ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[提供サービスの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

提供サービスの名前。

[説明] フィールド

提供サービスの説明。

ステップ 5

[次へ] をクリックします。

ステップ 6

[サービス クラス] 画面で、[+] アイコンをクリックして、提供サービスで提供する必要のあるサービス ク
ラスを定義します。

ステップ 7

[サービス クラスへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

サービス クラスの名前。

[説明] フィールド

サービス クラスの説明。

[テナント用のリソース割り当てタイプ] ドロップダ テナント用のリソース割り当てのタイプを選択しま
ウン リスト
す。
この属性の種類は次のとおりです。
• [専用]：リソースを特定のテナント専用にしま
す。
• [共有]：テナント間でリソースを共有します。
[アプリケーション用のリソース割り当てタイプ] ド アプリケーション用のリソース割り当てのタイプを
ロップダウン リスト
選択します。
この属性の種類は次のとおりです。
• [専用]：リソースを特定のアプリケーション専
用にします。
• [共有]：アプリケーション間でリソースを共有
します。
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名称

説明

[リソース タグ] テーブル

リソース エンティティ タグが表示されたテーブル
からリソース タグを選択します。 タグ ライブラリ
に関する詳細については、『Cisco UCS Director
Administration Guide』を参照してください。
重要

[リソース タイプ] ドロップダウン リスト

このテーブルで定義されたタグの必要な値
しか変更できません。 新しいタグをこの
テーブルに追加することはできません。

サービス クラスに追加するリソースのタイプを選
択します。 この属性の種類は次のとおりです。
• Virtual_Compute
• Virtual_Storage
• Virtual_Network
• Physical_Compute
• Physical_Storage
• Physical_Network

[リソース機能] テーブル

テーブルからリソース機能を選択します。
重要

[リソース容量] テーブル

リソース タイプに関連したすべてのリソー
ス機能が false のデフォルト値で生成されま
す。 機能の値を変更することができます。

リソース容量を追加したり、容量の必要な値を変更
したりできます。

ステップ 8

[送信] をクリックします。
サービス クラス情報がテーブルに追加されます。 提供サービスに複数のサービス クラスを定義できます。

ステップ 9

[送信] をクリックします。
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提供サービスの複製
はじめる前に
サービス クラス用のリソース タグを定義するときにタグを一覧表示するには、タグがタグ ライ
ブラリ内で作成され、それぞれのオブジェクトに関連付けられていることを確認します。 タグの
作成方法の詳細については、『Cisco UCS Director Administration Guide』を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[提供サービス] タブをクリックします。

ステップ 3

複製する提供サービスを選択します。

ステップ 4

[提供サービスの複製] をクリックします。

ステップ 5

[提供サービスの複製] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

提供サービスの名前。

[説明] フィールド

提供サービスの説明。

ステップ 6

[次へ] をクリックします。

ステップ 7

[サービス クラス] 画面で、[+] アイコンをクリックして、提供サービスで提供する必要のあるサービス ク
ラスを定義します。

ステップ 8

[サービス クラスへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

サービス クラスの名前。

[説明] フィールド

サービス クラスの説明。

[テナント用のリソース割り当てタイプ] ドロップダ テナント用のリソース割り当てのタイプを選択しま
ウン リスト
す。
この属性の種類は次のとおりです。
• [専用]：リソースを特定のテナント専用にしま
す。
• [共有]：テナント間でリソースを共有します。
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名称

説明

[アプリケーション用のリソース割り当てタイプ] ド アプリケーション用のリソース割り当てのタイプを
ロップダウン リスト
選択します。
この属性の種類は次のとおりです。
• [専用]：リソースを特定のアプリケーション専
用にします。
• [共有]：アプリケーション間でリソースを共有
します。
[リソース タグ] テーブル

リソース エンティティ タグが表示されたテーブル
からリソース タグを選択します。 タグ ライブラリ
に関する詳細については、『Cisco UCS Director
Administration Guide』を参照してください。
重要

[リソース タイプ] ドロップダウン リスト

このテーブルで定義されたタグの必要な値
しか変更できません。 新しいタグをこの
テーブルに追加することはできません。

サービス クラスに追加するリソースのタイプを選
択します。 この属性の種類は次のとおりです。
• Virtual_Compute
• Virtual_Storage
• Virtual_Network
• Physical_Compute
• Physical_Storage
• Physical_Network

[リソース機能] テーブル

テーブルからリソース機能を選択します。
重要

[リソース容量] テーブル
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ステップ 9

（任意） 設定済みのサービス クラスの値を編集するには、鉛筆アイコンをクリックします。

ステップ 10 （任意） 提供サービスから設定済みのサービス クラスを削除するには、十字アイコンをクリックします。
ステップ 11 [送信] をクリックします。

提供サービスの編集
はじめる前に
サービス クラス用のリソース タグを定義するときにタグを一覧表示するには、タグがタグ ライ
ブラリ内で作成され、それぞれのオブジェクトに関連付けられていることを確認します。 タグの
作成方法の詳細については、『Cisco UCS Director Administration Guide』を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[提供サービス] タブをクリックします。

ステップ 3

編集する提供サービスを選択します。

ステップ 4

[編集] をクリックします。

ステップ 5

[提供サービスの変更] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

提供サービスの名前。

[説明] フィールド

提供サービスの説明。

ステップ 6

[次へ] をクリックします。

ステップ 7

[サービス クラス] 画面で、[+] アイコンをクリックして、提供サービスで提供する必要のあるサービス ク
ラスを定義します。

ステップ 8

[サービス クラスへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

サービス クラスの名前。

[説明] フィールド

サービス クラスの説明。
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名称

説明

[テナント用のリソース割り当てタイプ] ドロップダ テナント用のリソース割り当てのタイプを選択しま
ウン リスト
す。
この属性の種類は次のとおりです。
• [専用]：リソースを特定のテナント専用にしま
す。
• [共有]：テナント間でリソースを共有します。
[アプリケーション用のリソース割り当てタイプ] ド アプリケーション用のリソース割り当てのタイプを
ロップダウン リスト
選択します。
この属性の種類は次のとおりです。
• [専用]：リソースを特定のアプリケーション専
用にします。
• [共有]：アプリケーション間でリソースを共有
します。
[リソース タグ] テーブル

リソース エンティティ タグが表示されたテーブル
からリソース タグを選択します。 タグ ライブラリ
に関する詳細については、『Cisco UCS Director
Administration Guide』を参照してください。
重要

[リソース タイプ] ドロップダウン リスト

このテーブルで定義されたタグの必要な値
しか変更できません。 新しいタグをこの
テーブルに追加することはできません。

サービス クラスに追加するリソースのタイプを選
択します。 この属性の種類は次のとおりです。
• Virtual_Compute
• Virtual_Storage
• Virtual_Network
• Physical_Compute
• Physical_Storage
• Physical_Network

[リソース機能] テーブル

テーブルからリソース機能を選択します。
重要
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ステップ 9

名称

説明

[リソース容量] テーブル

リソース容量を追加したり、容量の必要な値を変更
したりできます。

[送信] をクリックします。

提供サービスの削除
（注）

使用中の提供サービスは削除できません。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[提供サービス] タブをクリックします。

ステップ 3

削除する提供サービスを選択します。

ステップ 4

[削除] をクリックします。

ステップ 5

[提供サービス] ダイアログボックスで、[削除] をクリックします。

テナント プロファイル
考えられる顧客アプリケーション要件の組み合わせに基づくテナント プロファイルを作成できま
す。 テナント プロファイルを提供サービスに関連付け、提供サービスごとのリソース グループ
を選択する必要があります。 テナント プロファイルは複数のテナントで共有できます。

テナント プロファイルの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル] タブをクリックします。
Cisco UCS Director で使用可能なテナント プロファイルが表示されます。

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.1
27

リソース グループの管理
テナント プロファイルの追加

• テナント プロファイルを選択して、[表示] をクリックすると、リソース制限がタグに追加されたテ
ナント プロファイルの名前、説明、および提供サービスが表示されます。
• テナント プロファイルを選択して、[詳細の表示] をクリックすると、そのテナント プロファイルに
関連付けられたテナントが表示されます。 テナント プロファイル内のテナントに割り当てられた名
前、リソース グループ、提供サービス、サービス要求 ID、およびグループが表示されます。
• テナントを選択して、[詳細の表示] をクリックすると、そのテナントのリソース エンティティが表
示されます。
ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[テナント プロファイルの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

テナント プロファイルの名前。
一度指定したら、プロファイルの名前を編集するこ
とはできません。

[説明] フィールド

テナント プロファイルの説明。

[提供サービス] フィールド

テナントプロファイルに関連付ける提供サービス。
[選択] をクリックして、利用可能な提供サービスの
リストから提供サービスを表示して選択します。
新しい提供サービスを作成するには、[+] アイコン
をクリックします。 提供サービスの作成方法の詳
細については、提供サービスの追加, （20 ページ）
を参照してください。

[リソース グループの選択] ドロップダウン リスト テナント プロファイル用のリソース グループの選
択方法を選択します。
• [管理者の選択]：リソース グループが管理者に
よって選択されます。
• [リソースグループタグベースの選択]：リソー
ス グループがタグに基づいて選択されます。

ステップ 5

[次へ] をクリックします。
テナント プロファイルの指定要件を満たすリソース グループが表示されます。
（注）

ステップ 6

提供サービスで定義されたリソース要件を満たすリソース グループが見つからない場合は、ど
のリソース グループも表示されません。

必要なリソース グループを選択します。
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[+] アイコンをクリックすれば、特定の提供サービス用のリソース グループを選択できます。 テナント プ
ロファイル用に選択した提供サービスごとに、リソース グループを選択できます。
ステップ 7

[送信] をクリックします。

テナント プロファイルの複製

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル] タブをクリックします。

ステップ 3

複製するテナント プロファイルを選択します。

ステップ 4

[複製] をクリックします。

ステップ 5

[テナント プロファイルの複製] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

テナント プロファイルの名前。

[説明] フィールド

テナント プロファイルの説明。

[提供サービス] フィールド

テナントプロファイルに関連付ける提供サービス。
[選択] をクリックして、利用可能な提供サービスの
リストから提供サービスを表示して選択します。
新しい提供サービスを作成するには、[+] アイコン
をクリックします。 提供サービスの作成方法の詳
細については、提供サービスの追加, （20 ページ）
を参照してください。

[リソース グループの選択] ドロップダウン リスト テナント プロファイル用のリソース グループの選
択方法を選択します。
• [管理者の選択]：リソース グループが管理者に
よって選択されます。
• [リソースグループタグベースの選択]：リソー
ス グループがタグに基づいて選択されます。

ステップ 6

[次へ] をクリックします。
テナント プロファイルの指定要件を満たすリソース グループが表示されます。

ステップ 7

必要なリソース グループを選択します。
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[+] アイコンをクリックすれば、特定の提供サービスからリソース グループを選択できます。 テナント プ
ロファイル用に選択した提供サービスごとに、リソース グループを選択できます。
ステップ 8

[送信] をクリックします。

テナント プロファイルの編集

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル] タブをクリックします。

ステップ 3

編集するテナント プロファイルを選択します。

ステップ 4

[編集] をクリックします。

ステップ 5

[テナント プロファイルの編集] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

テナント プロファイルの名前。
一度指定したら、プロファイルの名前を編集するこ
とはできません。

[説明] フィールド

テナント プロファイルの説明。

[提供サービス] フィールド

テナントプロファイルに関連付ける提供サービス。
[選択] をクリックして、利用可能な提供サービスの
リストから提供サービスを表示して選択します。
新しい提供サービスを作成するには、[+] アイコン
をクリックします。 提供サービスの作成方法の詳
細については、提供サービスの追加, （20 ページ）
を参照してください。

[リソース グループの選択] ドロップダウン リスト テナント プロファイル用のリソース グループの選
択方法を選択します。
• [管理者の選択]：リソース グループが管理者に
よって選択されます。
• [リソースグループタグベースの選択]：リソー
ス グループがタグに基づいて選択されます。
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ステップ 6

[次へ] をクリックします。
テナント プロファイルの指定要件を満たすリソース グループが表示されます。

ステップ 7

必要なリソース グループを選択します。
[+] アイコンをクリックすれば、特定の提供サービスからリソース グループを選択できます。 テナント プ
ロファイル用に選択した提供サービスごとに、リソース グループを選択できます。

ステップ 8

[送信] をクリックします。

テナント プロファイルの削除
（注）

使用中のテナント プロファイルは削除できません。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル] タブをクリックします。

ステップ 3

テーブルからテナント プロファイルを選択します。

ステップ 4

[削除] をクリックします。
確認後にテナントのプロファイルが削除されます。

リソース グループ
リソースごとに環境変数を設定できます。これらの環境変数が、テナントオンボーディングとア
プリケーション展開のプロビジョニング中に使用されます。

リソース グループの追加
仮想アカウントと物理アカウントの両方に関する環境変数は次のように設定することができます。
仮想コンピューティング
• IP サブネット プール ポリシー：APIC コンテナは vCenter で定義された IP サブネット プール
ポリシーを使用します。 コンテナ内部の階層ごとに、IP サブネット プール ポリシーからの
固有のサブネット アドレスが割り当てられます。 この変数はコンテナ プロビジョニングに
使用されます。
仮想ネットワーク
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• VMware 用の VMM ドメイン：vCenter が Virtual Machine Manager（VMM）ドメインを使用し
て設定されます。 vCenter が APIC に関連付けられている場合は、同じ名前の分散仮想スイッ
チ（DVS）が vCenter で作成されます。 この変数はテナント オンボーディングに使用されま
す。
• DV スイッチ：DV スイッチは、オンボーディング中に選択されたホストを接続するために使
用されます。 この変数はテナント オンボーディングに使用されます。
物理コンピューティング
• UCS 用の物理ドメイン：Cisco UCS 用の物理ドメイン。 この変数は baremetal プロビジョニ
ングに使用されます。
• VLAN プール：アカウントに VLAN ID を割り当てる VLAN プール。
• IP プール：Cisco UCS ホストに IP アドレスを割り当てるために使用される IP プール。 この
変数は baremetal プロビジョニングに使用されます。
• iSCSI PXE ブート サービス プロファイル テンプレート：baremetal をプロビジョニングする
ホストサービスプロファイルを作成するために使用されるテンプレート。この変数はbaremetal
プロビジョニングに使用されます。
• IQN プール：Cisco UCS ドメイン内の iSCSI vNIC でイニシエータ識別子として使用される
iSCSI Qualified Name（IQN）を含む IQN プール。 IQN プールはサービス プロファイル iSCSI
ブート ポリシーを作成するために使用されます。 この変数は baremetal プロビジョニングに
使用されます。
物理ストレージ
• NetApp 用の物理ドメイン：NetApp アカウントを APIC に接続するために使用される物理ド
メイン。 この変数はテナント オンボーディングに使用されます。
• NetApp スタティック パス：スタティック パスは NetApp クラスタ ノードが接続されている
APIC 上のポートを定義します。 この変数は、テナント オンボーディング中にエンドポイン
ト グループ（EPG）にスタティック パスを追加するために使用されます。
例：
NetApp スタティック パス：トポロジー/pod-1/paths-201/pathep-[eth1/36]
◦ Pod-1：APIC アカウントのポッド ID。
◦ Paths-201：NetApp コントローラが接続されるリーフのノード ID。
◦ Pathep-[eth1/36]：NetApp コントローラが接続されるポート。
• VLAN プール：クラスタ vServer の作成に使用される VLAN プール。 この変数はテナント オ
ンボーディングに使用されます。
物理ネットワーク
• IPプール：NetApp データストアとホスト vmkernel 間の IP アドレスを割り当てるために使用
される IP プール。 この変数はテナント オンボーディングに使用されます。

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.1
32

リソース グループの管理
リソース グループの追加

• PXE サーバ IP プール：Preboot eXecution Environment（PXE）サーバの IP プール。 この変数
は baremetal プロビジョニングに使用されます。
• BMA EPG エンティティ：Cisco UCS Director Baremetal Agent エンドポイント グループ（EPG）
エンティティ。 この変数は baremetal プロビジョニングに使用されます。

（注）

次の環境変数は Cisco UCS Director リリース 5.1 でサポートされていません。LoadBalancer 用の
物理ドメイン、Loadbalancer 用の VMM ドメイン、Firewall 用の物理ドメイン、Firewall 用の
VMM ドメイン、Loadbalancer 用の仮想 IP、Firewall 用の仮想 IP、Loadbalancer 用のポート、
Firewall 用のポート、Loadbalancer 用のユーザ名、および 機能プロファイル。

はじめる前に
環境内でポリシーを使用するために IP プール ポリシーと VLAN プール ポリシーが定義されてい
ることを確認します。 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスでポリシーを追
加することもできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース グループ] タブをクリックします。
Cisco UCS Director で使用可能なリソース グループが表示されます。
• リソース グループを選択して、[表示] をクリックすると、リソース グループの名前と説明が表示さ
れます。
• リソース グループを選択して [詳細の表示] をクリックすると、リソース グループに関連付けられた
リソースが表示されます。 リソース グループ内のリソースの ID、ポッド、アカウント名、カテゴ
リ、アカウント タイプ、リソース タイプ、およびリソース名が表示されます。
• リソースを選択して、[詳細の表示] をクリックすると、リソースの容量と機能が表示されます。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[リソース グループの作成] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

リソース グループの名前。

[説明] フィールド

リソース グループの説明。

ステップ 5

[次へ] をクリックします。

ステップ 6

（任意） [仮想コンピューティング] 画面で、仮想コンピューティング アカウントと、対象の機能と容量
を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、仮想アカウントを追加します。
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b) [仮想アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、仮想アカウントを選択します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
[IP サブネット プール ポリシー] を選択します。
2 [必要な値] フィールドに、選択した環境変数に基づく値を入力します。 [名前] ドロップダウン リス
トから、[選択] をクリックして、ポリシーを選択します。 [+] アイコンをクリックして、ポリシー
を追加することもできます。
3 [送信] をクリックします。
d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
（注）
リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。
ステップ 7

[次へ] をクリックします。

ステップ 8

[仮想ストレージ] 画面で、仮想ストレージ アカウントが、選択された仮想コンピューティング アカウン
トに基づいて表示されます。
a) [+] アイコンをクリックして、仮想アカウントを追加します。
b) [仮想アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、仮想アカウントを選択します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
d) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [送信] をクリックします。
（注）
リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。

ステップ 9

[次へ] をクリックします。

ステップ 10 [仮想ネットワーク] 画面で、仮想ネットワーク アカウントと、対象の機能と容量を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、仮想アカウントを追加します。
b) [仮想アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、仮想アカウントを選択します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
[DV スイッチ] または [VMware 用の VMM ドメイン] を選択します。
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2 [必要な値] フィールドで、[選択] をクリックして、環境で使用する分散仮想（DV）スイッチを選択
します。
3 [送信] をクリックします。
d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
（注）
リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。
ステップ 11 [次へ] をクリックします。
ステップ 12 （任意） [物理コンピューティング] 画面で、物理コンピューティング アカウントと、対象の機能と容量
を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、コンピューティング アカウントを追加します。
b) [コンピューティング アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、コンピューティング ア
カウントを選択します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
次の環境変数のいずれかを選択します。UCS の物理ドメイン、Vlan プール、IP プール、iSCSI PXE
ブート サービス プロファイル テンプレート、および IQN プール。
2 [必要な値] フィールドに、選択した環境変数に基づく値を入力します。 [名前] ドロップダウン リス
トから [VLAN プール] または [IP プール] を選択して、[選択] をクリックして、ポリシーを選択しま
す。
3 [送信] をクリックします。
d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
（注）
リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。
ステップ 13 [次へ] をクリックします。
ステップ 14 （任意） [物理ストレージ] 画面で、物理ストレージ アカウントと、対象の機能と容量を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、ストレージ アカウントを追加します。
b) [ストレージ アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、ストレージ アカウントを選択し
ます。
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[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
[NetApp 用の物理ドメイン]、[NetApp スタティック パス]、または [VLAN プール] を選択します。
2 [必要な値] フィールドで、[選択] をクリックして、VLAN プール ポリシーを選択します。
3 [送信] をクリックします。
ストレージ デバイスの IP アドレスとサブネット マスクは、ポリシーで指定された IP アドレス範囲
内にする必要があります。
d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
（注）
リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。
ステップ 15 [次へ] をクリックします。
ステップ 16 （任意） [物理ネットワーク] 画面で、物理ネットワーク アカウントと、対象の機能と容量を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、ネットワーク アカウントを追加します。
b) [ネットワーク アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、ストレージ アカウントを選択
します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
環境変数を選択します。
2 [必要な値] フィールドに、選択した環境変数に基づく値を入力します。 [名前] ドロップダウン リス
トから [IP プール] を選択して、[選択] をクリックして、IP プール ポリシーを選択します。
3 [送信] をクリックします。
d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された機能へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[リソースの選択] ドロップダウン リ
ストから、[APIC コントローラ] または [デバイス パッケージ] を選択します。
2 [リソース機能] フィールドで、選択したリソースに基づいてリストから値を選択します。 [リソー
スの選択] ドロップダウン リストから [デバイス パッケージ] を選択して、[Cisco ASA Device Package
のサポート] または [Netscaler Device Package のサポート] を選択します。
3 [送信] をクリックします。
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e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
（注）

リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。

ステップ 17 [送信] をクリックします。

リソース グループの編集
リソースグループからアカウントを削除できるのは、アカウントがテナントプロファイルなどの
他のリソース グループ オブジェクトに関連付けられていない場合だけです。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース グループ] タブをクリックします。

ステップ 3

テーブルからリソース グループを選択します。

ステップ 4

[編集] をクリックします。

ステップ 5

[リソース グループの編集] ダイアログ ボックスで、リソース グループの次のフィールドに値を入力しま
す。
名称

説明

[名前] フィールド

リソース グループの名前。

[説明] フィールド

リソース グループの説明。

ステップ 6

[次へ] をクリックします。

ステップ 7

（任意） [仮想コンピューティング] 画面で、仮想コンピューティング アカウントと、対象の機能と容量
を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、仮想アカウントを追加します。
b) [仮想アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、仮想アカウントを選択します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
[IP サブネット プール ポリシー] を選択します。
2 [必要な値] フィールドに、選択した環境変数に基づく値を入力します。 [名前] ドロップダウン リス
トから、[選択] をクリックして、ポリシーを選択します。 [+] アイコンをクリックして、ポリシー
を追加することもできます。
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3 [送信] をクリックします。
d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
（注）
リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。
ステップ 8

[次へ] をクリックします。

ステップ 9

[仮想ストレージ] 画面で、仮想ストレージ アカウントが、選択された仮想コンピューティング アカウン
トに基づいて表示されます。
a) [+] アイコンをクリックして、仮想アカウントを追加します。
b) [仮想アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、仮想アカウントを選択します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
d) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [送信] をクリックします。
（注）
リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。

ステップ 10 [次へ] をクリックします。
ステップ 11 [仮想ネットワーク] 画面で、仮想ネットワーク アカウントと、対象の機能と容量を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、仮想アカウントを追加します。
b) [仮想アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、仮想アカウントを選択します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
[DV スイッチ] または [VMware 用の VMM ドメイン] を選択します。
2 [必要な値] フィールドで、[選択] をクリックして、環境で使用する分散仮想（DV）スイッチを選択
します。
3 [送信] をクリックします。
d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
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（注）

リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。

ステップ 12 [次へ] をクリックします。
ステップ 13 （任意） [物理コンピューティング] 画面で、物理コンピューティング アカウントと、対象の機能と容量
を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、コンピューティング アカウントを追加します。
b) [コンピューティング アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、コンピューティング ア
カウントを選択します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
次の環境変数のいずれかを選択します。UCS の物理ドメイン、Vlan プール、IP プール、iSCSI PXE
ブート サービス プロファイル テンプレート、および IQN プール。
2 [必要な値] フィールドに、選択した環境変数に基づく値を入力します。 [名前] ドロップダウン リス
トから [VLAN プール] または [IP プール] を選択して、[選択] をクリックして、ポリシーを選択しま
す。
3 [送信] をクリックします。
d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
（注）
リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。
ステップ 14 [次へ] をクリックします。
ステップ 15 （任意） [物理ストレージ] 画面で、物理ストレージ アカウントと、対象の機能と容量を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、ストレージ アカウントを追加します。
b) [ストレージ アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、ストレージ アカウントを選択し
ます。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
[NetApp 用の物理ドメイン]、[NetApp スタティック パス]、または [VLAN プール] を選択します。
2 [必要な値] フィールドで、[選択] をクリックして、VLAN プール ポリシーを選択します。
3 [送信] をクリックします。
ストレージ デバイスの IP アドレスとサブネット マスクは、ポリシーで指定された IP アドレス範囲
内にする必要があります。
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d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース機能を選択します。
[送信] をクリックします。
e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
（注）
リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。
ステップ 16 [次へ] をクリックします。
ステップ 17 （任意） [物理ネットワーク] 画面で、物理ネットワーク アカウントと、対象の機能と容量を選択します。
a) [+] アイコンをクリックして、ネットワーク アカウントを追加します。
b) [ネットワーク アカウントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、ストレージ アカウントを選択
します。
[エントリの追加] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された環境へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[名前] ドロップダウン リストから、
環境変数を選択します。
2 [必要な値] フィールドに、選択した環境変数に基づく値を入力します。 [名前] ドロップダウン リス
トから [IP プール] を選択して、[選択] をクリックして、IP プール ポリシーを選択します。
3 [送信] をクリックします。
d) [選択された機能] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [選択された機能へのエントリの追加] ダイアログボックスで、[リソースの選択] ドロップダウン リ
ストから、[APIC コントローラ] または [デバイス パッケージ] を選択します。
2 [リソース機能] フィールドで、選択したリソースに基づいてリストから値を選択します。 [リソー
スの選択] ドロップダウン リストから [デバイス パッケージ] を選択して、[Cisco ASA Device Package
のサポート] または [Netscaler Device Package のサポート] を選択します。
3 [送信] をクリックします。
e) [選択された容量] テーブルで、[+] アイコンをクリックして、リソースとリソース容量を選択します。
[送信] をクリックします。
f) [送信] をクリックします。
（注）

リソース グループに追加されたアカウントは、他のリソース グループに追加したり、Cisco
UCS Director から削除したりできません。

ステップ 18 [送信] をクリックします。
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リソース グループへのポッドの追加
（注）

マルチドメイン マネージャ アカウントがポッドに関連付けられている場合は、[リソース グ
ループへのポッドの追加] オプションを使用して、リソース グループにマルチドメイン マネー
ジャ アカウントを追加することもできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース グループ] タブをクリックします。

ステップ 3

[リソース グループへのポッドの追加] をクリックします。

ステップ 4

[リソース グループ] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[選択] ドロップダウン リスト

次のいずれかを選択します。
• [既存のリソース グループ]：既存のリソース
グループにポッドを追加します。
◦ [名前] ドロップダウン リスト：リソース
グループを選択します。
• [新しいリソース グループの追加]：新しいリ
ソース グループを作成して、新しく追加され
たリソース グループにポッドを追加します。
◦ [名前] フィールド：リソース グループの
名前。
◦ [説明] フィールド：リソース グループの
説明。

[ポッド] フィールド

ステップ 5

リソースグループに追加するポッドを選択します。

[送信] をクリックします。
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リソース グループのタグの管理
リソースグループにタグを追加したり、割り当てられたタグを編集したり、リソースグループか
らタグを削除したりできます。

（注）

[タグの管理] ダイアログボックスには、作成時に割り当てられたタグ付け可能なエンティティ
に基づいてタグが表示されます。 タグの作成方法の詳細については、『Cisco UCS Director
Administration Guide』を参照してください。
リソースは、リソース機能に基づいてグループ分けする必要があります。 リソースをグループ分
けするためにタグを使用します。 適切なパターンでリソースをグループ分けできるように、リ
ソースのタイプ、容量、品質、および機能に基づいてタグ ライブラリを作成できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース グループ] タブをクリックします。

ステップ 3

リソース グループを選択します。

ステップ 4

[タグの管理] をクリックします。

ステップ 5

[タグの管理] ダイアログボックスで、[+] アイコンをクリックして、タグを追加します。
または、[リソース グループ] タブで [タグの追加] をクリックすることもできます。
a) [タグへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[タグ名] ドロップダウン リスト

タグの名前を選択します。

[タグ値] ドロップダウン リスト

タグの値を選択します。

b) [送信] をクリックします。
c) [OK] をクリックします。
ステップ 6

[タグの管理] ダイアログボックスで、タグを選択して、鉛筆アイコンをクリックし、タグを編集します。
a) [タグ エントリの編集] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[タグ名] ドロップダウン リスト

タグの名前を選択します。

[タグ値] ドロップダウン リスト

タグの値を選択します。

b) [送信] をクリックします。
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c) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[タグの管理] ダイアログボックスで、タグを選択して、十字アイコンをクリックし、タグを削除します。
または、[リソース グループ] タブで [タグの削除] をクリックすることもできます。
a) [タグ エントリの削除] ダイアログボックスで、タグを選択して、[送信] をクリックします。
b) [OK] をクリックします。

ステップ 8

[送信] をクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

リソース グループの削除
（注）

使用中のリソース グループは削除できません。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース グループ] タブをクリックします。

ステップ 3

削除するリソース グループを選択します。

ステップ 4

[削除] をクリックします。
[リソース グループの削除] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 5

[送信] をクリックします。

ファイアウォール ポリシー
エンドポイント間の特定のポート上のネットワークトラフィックを許可するファイアウォールポ
リシー ルールを作成できます。
アプリケーション プロファイルを追加すると、アプリケーション プロファイル内の階層ごとに
ファイアウォールとロードバランサのどちらを使用するかを選択できます。 ファイアウォールを
使用する場合は、Cisco UCS Director で作成したファイアウォール ポリシーのいずれかを選択でき
ます。
ファイアウォール ポリシーは、ファイアウォールをサービスとして選択した次のタスクで使用さ
れます。
• L4-L7 サービス グラフの作成
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• L4L7 サービス グラフへの機能ノードの追加

ファイアウォール ポリシーの管理

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[ファイアウォール ポリシー] タブをクリックします。
Cisco UCS Director にファイアウォール ポリシーが表示されます。 [ファイアウォール ポリシー] タブで
は、次のアクションが使用できます。
アクション

説明

[更新]

現在のページを更新します。

[お気に入り]

最も頻繁にアクセスするページが表示される [お気
に入り] タブにこのページを追加します。

[追加]

ファイアウォール ポリシーを追加します。

ファイアウォール ポリシーを選択すると、次の追加のアクションが表示されます。
アクション

説明

[編集]

ファイアウォール ポリシーを編集します。

[削除]

ファイアウォール ポリシーを削除します。

ファイアウォール ポリシーの追加
階層に使用するファイアウォール ポリシーをアプリケーション プロファイルに追加できます。
アプリケーション プロファイルでネットワークを設定するときに、ネットワークに適用する必要
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のあるファイアウォール ポリシーを選択できます。 詳細については、アプリケーション プロファ
イルの追加, （46 ページ）を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[ファイアウォール ポリシー] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[ファイアウォール ポリシーの作成] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

ファイアウォール ポリシーの名前。

[説明] フィールド

ファイアウォール ポリシーの説明。

[ACL] フィールド

ファイアウォール ポリシーに対して定義されたア
クセス コントロール リスト（ACL）。
[+] アイコンをクリックして、ACL を定義します。
[ACL へのエントリの追加] ダイアログボックスで、
次のフィールドに値を入力します。
• [ACL 名] フィールド：ACL の名前。
• [ACL の説明] フィールド：ACL の説明。
• [ACL エントリ] フィールド：ファイアウォー
ル ポリシーのルールを定義する ACL エント
リ。
• [インターフェイス] フィールド：ファイア
ウォール ポリシーのインターフェイス。

[外部インターフェイス設定 rel フォルダ名] フィー 外部インターフェイス設定 rel フォルダの名前。
ルド
[外部インターフェイス設定 rel 名] フィールド

外部インターフェイス設定 rel の名前。

[外部インターフェイス設定 rel 値] フィールド

外部インターフェイス設定 rel フォルダの名前。

[内部インターフェイス設定 rel フォルダ名] フィー 内部インターフェイス設定 rel フォルダの名前。
ルド
[内部インターフェイス設定 rel 名] フィールド

内部インターフェイス設定 rel の名前。

[内部インターフェイス設定 rel 値] フィールド

内部インターフェイス設定 rel フォルダの名前。
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ステップ 5

[送信] をクリックします。

アプリケーション プロファイル
アプリケーション プロファイルは、アプリケーションの適切な展開に必要なインフラストラク
チャ要件を記述したものです。 インフラストラクチャ要件には、baremetal、仮想マシン（VM）、
および接続ポリシーが含まれます。

アプリケーション プロファイルの追加

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[アプリケーション プロファイル] タブをクリックします。
Cisco UCS Director で使用可能なアプリケーション プロファイルが表示されます。 アプリケーション プロ
ファイルを選択して、[表示] をクリックすると、アプリケーション プロファイルの名前、説明、および提
供サービスが表示されます。
アプリケーション プロファイルを選択して、[詳細の表示] をクリックすると、次のタブが表示されます。
名称

説明

階層

アプリケーション プロファイルの階層名、説明、
物理ネットワークサービスクラス、および仮想ネッ
トワーク サービス クラスを表示します。

VM

アプリケーション プロファイルの VM 名、説明、
選択されたネットワーク、物理コンピューティング
サービス クラス、仮想コンピューティング サービ
ス クラス、物理ストレージ サービス クラス、およ
び仮想ストレージ サービス クラスを表示します。

BMA

アプリケーション プロファイルの VM 名、説明、
選択されたネットワーク、物理コンピューティング
サービス クラス、仮想コンピューティング サービ
ス クラス、物理ストレージ サービス クラス、およ
び仮想ストレージ サービス クラスを表示します。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[アプリケーション プロファイルの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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名称

説明

[名前] フィールド

アプリケーション プロファイルの名前。
一度追加したら、名前を変更することはできませ
ん。

[説明] フィールド

アプリケーション プロファイルの説明。

ステップ 5

[次へ] をクリックします。

ステップ 6

[ネットワーク] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[提供サービス] ドロップダウン リスト

リストから提供サービスを選択します。
提供サービスを追加するには、[+]アイコンをクリッ
クします。 提供サービスの追加方法の詳細につい
ては、提供サービスの追加, （20 ページ）を参照
してください。

[ネットワーク] フィールド

ステップ 7

使用可能なサービス クラスでアプリケーション用
に設定した階層。 これらのサービス クラスは、物
理と仮想のどちらかまたはその両方にすることがで
きます。 ネットワークの設定方法の詳細について
は、次の手順を参照してください。

（任意）。 [ネットワーク] 画面の [ネットワーク] フィールドで、[+] アイコンをクリックして、アプリ
ケーション用の階層を設定します。
[ネットワークへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[ネットワーク] フィールド

ネットワークの名前。

[説明] フィールド

ネットワークの説明。
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名称

説明

[ファイアウォールを有効にする] チェックボックス ファイアウォールを有効にする場合に、このチェッ
クボックスをオンにします。 [ファイアウォールを
有効にする] チェックボックスをオンにすると、次
の追加のフィールドが表示されます。
• [ファイアウォール タイプ] ドロップダウン リ
スト：ファイアウォール タイプとして [物理
ファイアウォール] または [仮想ファイアウォー
ル] を選択します。
• [ファイアウォール ポリシー] ドロップダウン
リスト：ネットワークに適用する必要のある
ファイアウォール ポリシーを選択します。
[ロードバランサを有効にする] チェックボックス

APIC アカウントに対してロードバランサを有効に
する場合に、このチェックボックスをオンにしま
す。 [ロードバランサを有効にする] チェックボック
スを選択すると、次の追加のフィールドが表示され
ます。
• [ロードバランサ タイプ] ドロップダウン リス
ト：ロードバランサ タイプとして [物理ロード
バランサ] または [仮想ロードバランサ] を選択
します。
（注）
ロードバランサ パラメータをエンド
ポイント グループ（EPG）にプッ
シュするには、[EPG へのロードバラ
ンサ パラメータの追加] タスクを使
用する必要があります。 このタスク
は、ロードバランサ設定に必要な
EPG 名、コントラクト名、サービス
グラフ名、外部 IP アドレス、外部サ
ブネット マスク、内部 IP アドレス、
内部サブネット マスク、仮想 IP アド
レス、および仮想 IP サブネット マス
クなどのすべての入力も取得します。

[物理ネットワーク サービス クラス] ドロップダウ 物理ネットワークのサービスクラスを選択します。
ン リスト
[仮想ネットワーク サービス クラス] ドロップダウ 仮想ネットワークのサービスクラスを選択します。
ン リスト
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名称

説明

[仮想ネットワーク容量を変更する] チェックボック このチェックボックスは、容量の値が、選択された
ス
提供サービスのサービス クラス内で設定されてい
る場合にのみ表示されます。 仮想ネットワークの
容量を更新する場合に、このチェックボックスをオ
ンにします。 [仮想ネットワーク容量を変更する]
チェックボックスを選択すると、次の追加のフィー
ルドが表示されます。
• [VM の VMware Virtual Portgroup Number] フィー
ルド：仮想マシン（VM）の仮想ポート グルー
プ番号。
• [使用可能なポートの VMware Virtual
DVPortgroup Number] ドロップダウン リスト：
分散仮想スイッチ（DVS）の仮想ポートグルー
プ番号。

ステップ 8

[次へ] をクリックします。

ステップ 9

[アプリケーション] 画面で、次の操作を実行します。
a) [VM ベースのアプリケーション コンポーネント] フィールドで、[+] アイコンをクリックします。
b) [VM ベースのアプリケーション コンポーネントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次の
フィールドに値を入力します。
名称

説明

[VM名] フィールド

VM の名前。

[説明] フィールド

VM の説明。

[ネットワーク] ドロップダウン リスト

ネットワークを選択します。

[イメージ選択タイプ] ドロップダウン リスト

イメージ選択に関して、次のいずれかを選択しま
す。
• すべてのイメージ
• [イメージ タグ ベースの選択]：イメージ タ
グ ベースの選択を選択すると、[タグ] フィー
ルドが表示されます。タグを追加するには、
[+] アイコンをクリックします。
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名称

説明

[VM イメージ] ドロップダウン リスト

イメージのリストから VM イメージを選択しま
す。 リストは、[イメージ選択タイプ] ドロップダ
ウン リストで選択されたオプションによって異な
ります。
（注）

VMware ツールがインストールされたイ
メージが選択肢として表示されます。

[物理コンピューティング サービス クラス] ドロッ 物理コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。 物理コンピューティングの容
量を変更するには、[物理コンピューティング容量
を変更する] チェックボックスをオンにします。
[仮想コンピューティング サービス クラス] ドロッ 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。
[物理ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
[仮想ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
[VMパスワード共有オプション] ドロップダウン
リスト

エンド ユーザと VM のルートまたは管理者パス
ワードを共有する方法を選択します。
• 共有しない
• パスワード リセット後に共有する
• テンプレート クレデンシャルを共有する
パスワード共有オプションとして [パスワード リ
セット後に共有する] または [テンプレート クレデ
ンシャルを共有する] を選択したときに表示され
るテンプレートのルート ログイン ID とルート パ
スワードを指定します。

[VM ネットワーク インターフェイス] フィールド VM ネットワーク インターフェイスを追加するに
は、[+] アイコンをクリックします。
[最大量] フィールド

VM インスタンスの最大数。

[初期数量] フィールド

アプリケーションの作成時にプロビジョニングす
る VM インスタンスの数。
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c) [送信] をクリックします。
ステップ 10 [アプリケーション] 画面で、次の操作を実行します。
a) [Bare Metal ベースのアプリケーション コンポーネント] フィールドで、[+] アイコンをクリックします。
b) [Bare Metal ベースのアプリケーション コンポーネントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次
のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[インスタンス名] フィールド

baremetal インスタンスの名前。

[説明] フィールド

baremetal インスタンスの説明。

[ネットワーク] ドロップダウン リスト

ネットワークを選択します。

[ターゲット BMA] ドロップダウン リスト

PXE セットアップ用の baremetal エージェント
（BMA）を選択します。

[Bare Metal イメージ] ドロップダウン リスト

baremetal イメージを選択します。

[物理コンピューティング サービス クラス] ドロッ 物理コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。
[仮想コンピューティング サービス クラス] ドロッ 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。
[物理ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
[仮想ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。

c) [送信] をクリックします。
ステップ 11 [次へ] をクリックします。
ステップ 12 [コントラクト] 画面で、多層アプリケーションの通信に関するルールを定義できます。
コントラクトは、エンドポイント グループ間（EPG 間）通信を有効にするポリシーです。 このポリシー
は、アプリケーション層間の通信を指定するルールです。 コントラクトが EPG に添付されていない場合
は、EPG 間通信がデフォルトで無効になります。 EPG 内通信は常に許可されるため、EPG 内通信にはコ
ントラクトが必要ありません。
コントラクトに複数の対象を含めることができます。 対象は、単方向または双方向フィルタの実現に使用
できます。 単方向フィルタは、コンシューマからプロバイダー方向（IN）フィルタとプロバイダーから
コンシューマ方向（OUT）フィルタのどちらかの方向で使用されます。 双方向フィルタは同じフィルタ
が両方の方向で使用されます。 これは、再帰的ではありません。
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新しいコントラクトはソース ネットワークと宛先ネットワークのペアごとに作成されます。 たとえば、
ソース ネットワークとしての Web 層と宛先ネットワークとしてのアプリケーション層間で複数のルール
が定義されている場合は、ソース ネットワークとしての Web 層と宛先ネットワークとしてのアプリケー
ション層間のコントラクト情報を保持する単一のコントラクトが APIC 上で作成されます。
コントラクトでは、ルールで単方向または双方向フィルタが定義されている場合に新しい対象が作成され
ます。 対象は、ルールに単方向フィルタと双方向フィルタのどちらが含まれているかによって同じコント
ラクトの複数のルールで再利用されます。
新しいフィルタは、特定のルールに対して作成されます。 新しいフィルタ ルールは、ネットワーク間で
定義されたすべてのルールに対して作成されます。
通信プロトコルの詳細を追加するには、[+] アイコンをクリックします。
a) [コントラクトへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[ルール名] フィールド

ルールの名前。

[ルール説明] フィールド

ルールの説明。

[プロトコル] ドロップダウン リスト

通信用のプロトコルを選択します。

[双方向を適用する] チェックボックス

ソースから宛先へのトラフィック（またはその逆
のトラフィック）に対して同じコントラクトを適
用する場合に、このチェックボックスをオンにし
ます。

[ソース ネットワークの選択] ドロップダウン リス コントラクト ルールを適用するソース ネットワー
ト
クを選択します。
[宛先ネットワークの選択] ドロップダウン リスト コントラクト ルールを適用する宛先ネットワーク
を選択します。
[アクション] ドロップダウン リスト

通信に対して実行するアクションを選択します。
• 承認
• 削除
• 却下

b) [送信] をクリックします。
ステップ 13 [次へ] をクリックします。
ステップ 14 [システム ポリシー] 画面で、[システム ポリシー] ドロップダウン リストからポリシーを選択します。
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a) [システム ポリシー] ドロップダウン リストに新しいポリシーを追加するには、[+] アイコンをクリッ
クします。
b) [システム ポリシー情報] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[ポリシー名] フィールド

システム ポリシーの名前。

[ポリシーの説明] フィールド

システム ポリシーの説明。

[VM名のテンプレート] フィールド

VM 名に使用するテンプレート。
（注）

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス]
チェックボックス

テンプレートが指定されなかった場合
は、エンド ユーザが指定した名前が VM
名として使用されます。

エンド ユーザに VM の名前またはプレフィックス
の指定を許可する場合に、このチェックボックス
をオンにします。

[導入後に電源をオンにします] チェックボックス プロビジョニング後に VM の電源をオンにする場
合に、このチェックボックスをオンにします。
[ホスト名のテンプレート] フィールド

ホスト名のテンプレート。

[Linuxタイムゾーン] ドロップダウン リスト

Linux VM のタイム ゾーンを選択します。

[DNSドメイン] フィールド

DNS ドメインの名前。

[DNSサフィックスリスト] フィールド

DNS に付加するドメイン名サフィックスのリス
ト。

[DNSサーバリスト] フィールド

DNS サーバのリスト。

[VMイメージのタイプ] ドロップダウン リスト

VM イメージ タイプとして次のいずれかを選択し
ます。
• Windows と Linux
• Linux のみ

[VMアノテーションの定義] チェックボックス

VMアノテーションを定義する場合に、このチェッ
クボックスをオンにします。
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ステップ 15 アプリケーション プロファイルの展開時に通知メッセージを送信する電子メール アドレスを指定します。
カンマ区切りで電子メール アドレスを指定できます。
ステップ 16 [送信] をクリックします。

アプリケーション プロファイルの複製

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[アプリケーション プロファイル] タブをクリックします。

ステップ 3

アプリケーション プロファイルを選択します。

ステップ 4

[複製] をクリックします。

ステップ 5

[アプリケーション プロファイルの複製] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

アプリケーション プロファイルの名前。
一度追加したら、名前を変更することはできませ
ん。

[説明] フィールド

アプリケーション プロファイルの説明。

ステップ 6

[次へ] をクリックします。

ステップ 7

[ネットワーク] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[提供サービス] ドロップダウン リスト

リストから提供サービスを選択します。
提供サービスを追加するには、[+]アイコンをクリッ
クします。 提供サービスの追加方法の詳細につい
ては、提供サービスの追加, （20 ページ）を参照
してください。

[ネットワーク] フィールド
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ステップ 8

（任意）。 [ネットワーク] 画面の [ネットワーク] フィールドで、[+] アイコンをクリックして、アプリ
ケーション用の階層を設定します。
[ネットワークへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[ネットワーク] フィールド

ネットワークの名前。

[説明] フィールド

ネットワークの説明。

[ファイアウォールを有効にする] チェックボックス ファイアウォールを有効にする場合に、このチェッ
クボックスをオンにします。 [ファイアウォールを
有効にする] チェックボックスをオンにすると、次
の追加のフィールドが表示されます。
• [ファイアウォール タイプ] ドロップダウン リ
スト：ファイアウォール タイプとして [物理
ファイアウォール] または [仮想ファイアウォー
ル] を選択します。
• [ファイアウォール ポリシー] ドロップダウン
リスト：ネットワークに適用する必要のある
ファイアウォール ポリシーを選択します。
[ロードバランサを有効にする] チェックボックス

APIC アカウントに対してロードバランサを有効に
する場合に、このチェックボックスをオンにしま
す。 [ロードバランサを有効にする] チェックボック
スを選択すると、次の追加のフィールドが表示され
ます。
• [ロードバランサ タイプ] ドロップダウン リス
ト：ロードバランサ タイプとして [物理ロード
バランサ] または [仮想ロードバランサ] を選択
します。
（注）
ロードバランサ パラメータをエンド
ポイント グループ（EPG）にプッ
シュするには、[EPG へのロードバラ
ンサ パラメータの追加] タスクを使
用する必要があります。 このタスク
は、ロードバランサ設定に必要な
EPG 名、コントラクト名、サービス
グラフ名、外部 IP アドレス、外部サ
ブネット マスク、内部 IP アドレス、
内部サブネット マスク、仮想 IP アド
レス、および仮想 IP サブネット マス
クなどのすべての入力も取得します。
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名称

説明

[物理ネットワーク サービス クラス] ドロップダウ 物理ネットワークのサービスクラスを選択します。
ン リスト
[仮想ネットワーク サービス クラス] ドロップダウ 仮想ネットワークのサービスクラスを選択します。
ン リスト
[仮想ネットワーク容量を変更する] チェックボック このチェックボックスは、容量の値が、選択された
ス
提供サービスのサービス クラス内で設定されてい
る場合にのみ表示されます。 仮想ネットワークの
容量を更新する場合に、このチェックボックスをオ
ンにします。 [仮想ネットワーク容量を変更する]
チェックボックスを選択すると、次の追加のフィー
ルドが表示されます。
• [VM の VMware Virtual Portgroup Number] フィー
ルド：仮想マシン（VM）の仮想ポート グルー
プ番号。
• [使用可能なポートの VMware Virtual
DVPortgroup Number] ドロップダウン リスト：
分散仮想スイッチ（DVS）の仮想ポートグルー
プ番号。

ステップ 9

[次へ] をクリックします。

ステップ 10 [アプリケーション] 画面で、VM ベースのアプリケーション コンポーネントを追加します。
a) [+] アイコンをクリックします。
b) [VM ベースのアプリケーション コンポーネントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次の
フィールドに値を入力します。
名称

説明

[VM名] フィールド

VM の名前。

[説明] フィールド

VM の説明。

[ネットワーク] ドロップダウン リスト

ネットワークを選択します。
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名称

説明

[イメージ選択タイプ] ドロップダウン リスト

イメージ選択に関して、次のいずれかを選択しま
す。
• すべてのイメージ
• [イメージ タグ ベースの選択]：イメージ タ
グ ベースの選択を選択すると、[タグ] フィー
ルドが表示されます。タグを追加するには、
[+] アイコンをクリックします。

[VM イメージ] ドロップダウン リスト

イメージのリストから VM イメージを選択しま
す。 リストは、[イメージ選択タイプ] ドロップダ
ウン リストで選択されたオプションによって異な
ります。
（注）

VMware ツールがインストールされたイ
メージが選択肢として表示されます。

[物理コンピューティング サービス クラス] ドロッ 物理コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。 物理コンピューティングの容
量を変更するには、[物理コンピューティング容量
を変更する] チェックボックスをオンにします。
[仮想コンピューティング サービス クラス] ドロッ 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。
[物理ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
[仮想ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
[VMパスワード共有オプション] ドロップダウン
リスト

エンド ユーザと VM のルートまたは管理者パス
ワードを共有する方法を選択します。
• 共有しない
• パスワード リセット後に共有する
• テンプレート クレデンシャルを共有する
パスワード共有オプションとして [パスワード リ
セット後に共有する] または [テンプレート クレデ
ンシャルを共有する] を選択したときに表示され
るテンプレートのルート ログイン ID とルート パ
スワードを指定します。
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名称

説明

[VM ネットワーク インターフェイス] フィールド VM ネットワーク インターフェイスを追加するに
は、[+] アイコンをクリックします。
[最大量] フィールド

VM インスタンスの最大数。

[初期数量] フィールド

アプリケーションの作成時にプロビジョニングす
る VM インスタンスの数。

c) [送信] をクリックします。
ステップ 11 [アプリケーション] 画面で、baremetal ベースのアプリケーション コンポーネントを追加します。
a) [+] アイコンをクリックします。
b) [Bare Metal ベースのアプリケーション コンポーネントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次
のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[インスタンス名] フィールド

baremetal インスタンスの名前。

[説明] フィールド

baremetal インスタンスの説明。

[ネットワーク] ドロップダウン リスト

ネットワークを選択します。

[ターゲット BMA] ドロップダウン リスト

PXE セットアップ用の baremetal エージェント
（BMA）を選択します。

[Bare Metal イメージ] ドロップダウン リスト

baremetal イメージを選択します。

[物理コンピューティング サービス クラス] ドロッ 物理コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。
[仮想コンピューティング サービス クラス] ドロッ 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。
[物理ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
[仮想ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
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c) [送信] をクリックします。
ステップ 12 [次へ] をクリックします。
ステップ 13 [+] アイコンをクリックして、通信プロトコルの詳細を追加します。
a) [コントラクトへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[ルール名] フィールド

ルールの名前。

[ルール説明] フィールド

ルールの説明。

[プロトコル] ドロップダウン リスト

通信用のプロトコルを選択します。

[双方向を適用する] チェックボックス

ソースから宛先へのトラフィック（またはその逆
のトラフィック）に対して同じコントラクトを適
用する場合に、このチェックボックスをオンにし
ます。

[ソース ネットワークの選択] ドロップダウン リス コントラクト ルールを適用するソース ネットワー
ト
クを選択します。
[宛先ネットワークの選択] ドロップダウン リスト コントラクト ルールを適用する宛先ネットワーク
を選択します。
[アクション] ドロップダウン リスト

通信に対して実行するアクションを選択します。
• 承認
• 削除
• 却下

b) [送信] をクリックします。
ステップ 14 [次へ] をクリックします。
ステップ 15 [システム ポリシー] 画面で、[システム ポリシー] ドロップダウン リストからポリシーを選択します。
a) [システム ポリシー] ドロップダウン リストに新しいポリシーを追加するには、[+] アイコンをクリッ
クします。
b) [システム ポリシー情報] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[ポリシー名] フィールド

システム ポリシーの名前。

[ポリシーの説明] フィールド

システム ポリシーの説明。
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名称

説明

[VM名のテンプレート] フィールド

VM 名に使用するテンプレート。
（注）

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス]
チェックボックス

テンプレートが指定されなかった場合
は、エンド ユーザが指定した名前が VM
名として使用されます。

エンド ユーザに VM の名前またはプレフィックス
の指定を許可する場合に、このチェックボックス
をオンにします。

[導入後に電源をオンにします] チェックボックス プロビジョニング後に VM の電源をオンにする場
合に、このチェックボックスをオンにします。
[ホスト名のテンプレート] フィールド

ホスト名のテンプレート。

[Linuxタイムゾーン] ドロップダウン リスト

Linux VM のタイム ゾーンを選択します。

[DNSドメイン] フィールド

DNS ドメインの名前。

[DNSサフィックスリスト] フィールド

DNS に付加するドメイン名サフィックスのリス
ト。

[DNSサーバリスト] フィールド

DNS サーバのリスト。

[VMイメージのタイプ] ドロップダウン リスト

VM イメージ タイプとして次のいずれかを選択し
ます。
• Windows と Linux
• Linux のみ

[VMアノテーションの定義] チェックボックス

VMアノテーションを定義する場合に、このチェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 16 アプリケーション プロファイルの展開時に通知メッセージを送信する電子メール アドレスを指定します。
ステップ 17 [送信] をクリックします。
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アプリケーション プロファイルの編集

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[アプリケーション プロファイル] タブをクリックします。

ステップ 3

アプリケーション プロファイルを選択します。

ステップ 4

[編集] をクリックします。

ステップ 5

[アプリケーション プロファイルの編集] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[名前] フィールド

アプリケーション プロファイルの名前。
一度追加したら、名前を変更することはできませ
ん。

[説明] フィールド

アプリケーション プロファイルの説明。

ステップ 6

[次へ] をクリックします。

ステップ 7

[ネットワーク] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[提供サービス] ドロップダウン リスト

リストから提供サービスを選択します。
提供サービスを追加するには、[+]アイコンをクリッ
クします。 提供サービスの追加方法の詳細につい
ては、提供サービスの追加, （20 ページ）を参照
してください。

[ネットワーク] フィールド

ステップ 8

使用可能なサービス クラスでアプリケーション用
に設定した階層。 これらのサービス クラスは、物
理と仮想のどちらかまたはその両方にすることがで
きます。 ネットワークの設定方法の詳細について
は、次の手順を参照してください。

（任意）。 [ネットワーク] 画面の [ネットワーク] フィールドで、[+] アイコンをクリックして、アプリ
ケーション用の階層を設定します。
[ネットワークへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[ネットワーク] フィールド

ネットワークの名前。
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名称

説明

[説明] フィールド

ネットワークの説明。

[ファイアウォールを有効にする] チェックボックス ファイアウォールを有効にする場合に、このチェッ
クボックスをオンにします。 [ファイアウォールを
有効にする] チェックボックスをオンにすると、次
の追加のフィールドが表示されます。
• [ファイアウォール タイプ] ドロップダウン リ
スト：ファイアウォール タイプとして [物理
ファイアウォール] または [仮想ファイアウォー
ル] を選択します。
• [ファイアウォール ポリシー] ドロップダウン
リスト：ネットワークに適用する必要のある
ファイアウォール ポリシーを選択します。
[ロードバランサを有効にする] チェックボックス

APIC アカウントに対してロードバランサを有効に
する場合に、このチェックボックスをオンにしま
す。 [ロードバランサを有効にする] チェックボック
スを選択すると、次の追加のフィールドが表示され
ます。
• [ロードバランサ タイプ] ドロップダウン リス
ト：ロードバランサ タイプとして [物理ロード
バランサ] または [仮想ロードバランサ] を選択
します。
（注）
ロードバランサ パラメータをエンド
ポイント グループ（EPG）にプッ
シュするには、[EPG へのロードバラ
ンサ パラメータの追加] タスクを使
用する必要があります。 このタスク
は、ロードバランサ設定に必要な
EPG 名、コントラクト名、サービス
グラフ名、外部 IP アドレス、外部サ
ブネット マスク、内部 IP アドレス、
内部サブネット マスク、仮想 IP アド
レス、および仮想 IP サブネット マス
クなどのすべての入力も取得します。

[物理ネットワーク サービス クラス] ドロップダウ 物理ネットワークのサービスクラスを選択します。
ン リスト
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名称

説明

[仮想ネットワーク サービス クラス] ドロップダウ 仮想ネットワークのサービスクラスを選択します。
ン リスト
[仮想ネットワーク容量を変更する] チェックボック このチェックボックスは、容量の値が、選択された
ス
提供サービスのサービス クラス内で設定されてい
る場合にのみ表示されます。 仮想ネットワークの
容量を更新する場合に、このチェックボックスをオ
ンにします。 [仮想ネットワーク容量を変更する]
チェックボックスを選択すると、次の追加のフィー
ルドが表示されます。
• [VM の VMware Virtual Portgroup Number] フィー
ルド：仮想マシン（VM）の仮想ポート グルー
プ番号。
• [使用可能なポートの VMware Virtual
DVPortgroup Number] ドロップダウン リスト：
分散仮想スイッチ（DVS）の仮想ポートグルー
プ番号。

ステップ 9

[次へ] をクリックします。

ステップ 10 [アプリケーション] 画面で、VM ベースのアプリケーション コンポーネントを追加します。
a) [+] アイコンをクリックします。
b) [VM ベースのアプリケーション コンポーネントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次の
フィールドに値を入力します。
名称

説明

[VM名] フィールド

VM の名前。

[説明] フィールド

VM の説明。

[ネットワーク] ドロップダウン リスト

ネットワークを選択します。

[イメージ選択タイプ] ドロップダウン リスト

イメージ選択に関して、次のいずれかを選択しま
す。
• すべてのイメージ
• [イメージ タグ ベースの選択]：イメージ タ
グ ベースの選択を選択すると、[タグ] フィー
ルドが表示されます。タグを追加するには、
[+] アイコンをクリックします。
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名称

説明

[VM イメージ] ドロップダウン リスト

イメージのリストから VM イメージを選択しま
す。 リストは、[イメージ選択タイプ] ドロップダ
ウン リストで選択されたオプションによって異な
ります。
（注）

VMware ツールがインストールされたイ
メージが選択肢として表示されます。

[物理コンピューティング サービス クラス] ドロッ 物理コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。 物理コンピューティングの容
量を変更するには、[物理コンピューティング容量
を変更する] チェックボックスをオンにします。
[仮想コンピューティング サービス クラス] ドロッ 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。
[物理ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
[仮想ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
[VMパスワード共有オプション] ドロップダウン
リスト

エンド ユーザと VM のルートまたは管理者パス
ワードを共有する方法を選択します。
• 共有しない
• パスワード リセット後に共有する
• テンプレート クレデンシャルを共有する
パスワード共有オプションとして [パスワード リ
セット後に共有する] または [テンプレート クレデ
ンシャルを共有する] を選択したときに表示され
るテンプレートのルート ログイン ID とルート パ
スワードを指定します。

[VM ネットワーク インターフェイス] フィールド VM ネットワーク インターフェイスを追加するに
は、[+] アイコンをクリックします。
[最大量] フィールド

VM インスタンスの最大数。

[初期数量] フィールド

アプリケーションの作成時にプロビジョニングす
る VM インスタンスの数。
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c) [送信] をクリックします。
ステップ 11 [アプリケーション] 画面で、baremetal ベースのアプリケーション コンポーネントを追加します。
a) [+] アイコンをクリックします。
b) [Bare Metal ベースのアプリケーション コンポーネントへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次
のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[インスタンス名] フィールド

baremetal インスタンスの名前。

[説明] フィールド

baremetal インスタンスの説明。

[ネットワーク] ドロップダウン リスト

ネットワークを選択します。

[ターゲット BMA] ドロップダウン リスト

PXE セットアップ用の baremetal エージェント
（BMA）を選択します。

[Bare Metal イメージ] ドロップダウン リスト

baremetal イメージを選択します。

[物理コンピューティング サービス クラス] ドロッ 物理コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。
[仮想コンピューティング サービス クラス] ドロッ 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
プダウン リスト
ラスを選択します。
[物理ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。
[仮想ストレージ サービス クラス] ドロップダウン 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
リスト
択します。

c) [送信] をクリックします。
ステップ 12 [次へ] をクリックします。
ステップ 13 通信プロトコルの詳細を追加するには、[+] アイコンをクリックします。
a) [コントラクトへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[ルール名] フィールド

ルールの名前。

[ルール説明] フィールド

ルールの説明。

[プロトコル] ドロップダウン リスト

通信用のプロトコルを選択します。
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名称

説明

[双方向を適用する] チェックボックス

ソースから宛先へのトラフィック（またはその逆
のトラフィック）に対して同じコントラクトを適
用する場合に、このチェックボックスをオンにし
ます。

[ソース ネットワークの選択] ドロップダウン リス コントラクト ルールを適用するソース ネットワー
ト
クを選択します。
[宛先ネットワークの選択] ドロップダウン リスト コントラクト ルールを適用する宛先ネットワーク
を選択します。
[アクション] ドロップダウン リスト

通信に対して実行するアクションを選択します。
• 承認
• 削除
• 却下

b) [送信] をクリックします。
ステップ 14 [次へ] をクリックします。
ステップ 15 [システム ポリシー] 画面で、[システム ポリシー] ドロップダウン リストからポリシーを選択します。
a) [システム ポリシー] ドロップダウン リストに新しいポリシーを追加するには、[+] アイコンをクリッ
クします。
b) [システム ポリシー情報] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名称

説明

[ポリシー名] フィールド

システム ポリシーの名前。

[ポリシーの説明] フィールド

システム ポリシーの説明。

[VM名のテンプレート] フィールド

VM 名に使用するテンプレート。
（注）

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス]
チェックボックス
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テンプレートが指定されなかった場合
は、エンド ユーザが指定した名前が VM
名として使用されます。

エンド ユーザに VM の名前またはプレフィックス
の指定を許可する場合に、このチェックボックス
をオンにします。

リソース グループの管理
アプリケーション プロファイルの編集

名称

説明

[導入後に電源をオンにします] チェックボックス プロビジョニング後に VM の電源をオンにする場
合に、このチェックボックスをオンにします。
[ホスト名のテンプレート] フィールド

ホスト名のテンプレート。

[Linuxタイムゾーン] ドロップダウン リスト

Linux VM のタイム ゾーンを選択します。

[DNSドメイン] フィールド

DNS ドメインの名前。

[DNSサフィックスリスト] フィールド

DNS に付加するドメイン名サフィックスのリス
ト。

[DNSサーバリスト] フィールド

DNS サーバのリスト。

[VMイメージのタイプ] ドロップダウン リスト

VM イメージ タイプとして次のいずれかを選択し
ます。
• Windows と Linux
• Linux のみ

[VMアノテーションの定義] チェックボックス

VMアノテーションを定義する場合に、このチェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 16 アプリケーション プロファイルの展開時に通知メッセージを送信する電子メール アドレスを指定します。
ステップ 17 [送信] をクリックします。
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アプリケーション プロファイルの削除
（注）

使用中のアプリケーション プロファイルは削除できません。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[アプリケーション プロファイル] タブをクリックします。

ステップ 3

テーブルからアプリケーション プロファイルを選択します。

ステップ 4

[削除] をクリックします。

ステップ 5

[アプリケーション プロファイル] 確認ダイアログ ボックスで、[削除] をクリックします。
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テナントの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• APIC テナントのオンボーディング, 69 ページ
• APIC テナントのオフボーディング, 71 ページ

APIC テナントのオンボーディング
APIC テナントは、基本的に、ACI 用に設定された Cisco UCS Director 環境を共有しているお客様
です。 Cisco UCS Director は、安全なテナント オンボーディングのための事前に設定されたオー
ケストレーションワークフローを提供します。事前に設定されたワークフローを使用するか、独
自のワークフローを作成するかを選択できます。

テナント オンボーディング ウィザードを使用した APIC テナントのオ
ンボーディング
はじめる前に
Cisco UCS Director で APIC テナントのリソース グループが作成されていることを確認します。 リ
ソース グループの追加方法に関するガイドラインについては、リソース グループの追加, （31
ページ）を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル] タブをクリックします。

ステップ 3

[テナント オンボーディング] をクリックします。

ステップ 4

[テナント オンボーディングの作成] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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名称

説明

[テナント名] フィールド

テナントの名前。
テナント名には、アルファベット、数字、および特
殊文字（_、-、.、:）を含めることができます。 テ
ナント名の長さは、32 文字以下にする必要があり
ます。

[既存のテナントを使用する] フィールド

既存のテナントを使用する場合に、このチェック
ボックスをオンにします。
[既存のテナントを使用する] チェックボックスを選
択すると、[テナント] ドロップダウン リストが表示
されます。 システムにオンボードするテナントを
選択します。

[説明] フィールド

テナントの説明。

[テナント プロファイル] ドロップダウン リスト

テナントに関連付ける必要のあるテナントプロファ
イルを選択します。
テナント プロファイルを追加するには、[+] アイコ
ンをクリックします。 詳細については、テナント
プロファイルの追加, （27 ページ）を参照してく
ださい。

[提供サービス] ドロップダウン リスト

テナントに関連付ける必要のある提供サービスを選
択します。

[データストア サイズ] フィールド

GB 単位のデータストアのサイズ。

ステップ 5

[送信] をクリックします。
事前に定義されたテナント オンボーディング アクティビティがトリガーされます。 アクティビティに関
連付けられたワークフローが実行され、サービス要求 ID が作成されます。

ステップ 6

[提出詳細の表示] をクリックすると、サービス要求の現在のワークフロー ステータスが表示されます。
テナント プロファイルを選択して、[詳細の表示] をクリックすることによって、テナント プロファイル
を使用してオンボードされたテナントを表示することができます。 テナントを選択して、[詳細の表示] を
クリックすると、そのテナントに割り当てられた提供サービスが表示されます。 提供サービスを選択し
て、[詳細の表示] をクリックすると、そのテナントに割り当てられたリソースのリストを含む仮想ポッド
（vPod）が表示されます。
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APIC テナントのオフボーディング
ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [リソースグループ] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル] タブをクリックします。

ステップ 3

テナント プロファイルを選択して、[詳細の表示] をクリックします。
テナント プロファイルを使用してオンボードされたテナントが表示されます。

ステップ 4

オフボードするテナントを選択します。

ステップ 5

[削除] をクリックします。

ステップ 6

[テナント] ダイアログボックスで、[削除] をクリックしてテナントの削除を確認します。
テナントに関連して作成されたサービス要求が取り消されます。
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APIC テナントのオフボーディング
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多層アプリケーションの展開
この章は、次の内容で構成されています。
• 多層 APIC アプリケーションの展開について, 73 ページ

多層 APIC アプリケーションの展開について
Cisco UCS Director で多層 Application Policy Infrastructure Controller（APIC）アプリケーションを展
開するには、アプリケーションプロファイルを作成するか、既存のアプリケーションプロファイ
ルを使用する必要があります。 アプリケーション プロファイルで定義する項目は次のとおりで
す。
• 関連するテナント プロファイル用のアプリケーション リソースを提供するためのアプリケー
ション セントリック インフラストラクチャ（ACI）ネットワーク層。
• アプリケーション コンポーネントごとの Cisco UCS 物理リソース、仮想リソース、コンピュー
ティング リソース、およびストレージ リソースの容量と品質を定義する適切なリソース グ
ループ。
• アプリケーションに適したサービス品質とセキュリティを提供する必要がある ACI ネット
ワーク サービス。
アプリケーションプロファイルの作成方法の詳細については、アプリケーションプロファイルの
追加, （46 ページ）を参照してください。
APIC コンテナを使用して多層 APIC アプリケーションを展開できます。 詳細については、『Cisco
UCS Director Application Container Guide』を参照してください。

アクティビティを使用した多層 APIC アプリケーションの展開
次のようにアクティビティを使用して多層 APIC アプリケーションを展開できます。
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多層アプリケーションの展開
アクティビティを使用した多層 APIC アプリケーションの展開

1 多層 APIC アプリケーションを展開するためのアクティビティを作成します。 アクティビティ
の作成方法の詳細については、『Cisco UCS Director Orchestration Guide』を参照してください。
2 多層 APIC アプリケーション展開アクティビティをワークフローに関連付けます。 アクティビ
ティをワークフローに関連付ける方法の詳細については、『Cisco UCS Director Orchestration
Guide』を参照してください。
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