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, 1 ページ
• 提供サービス, 2 ページ
• テナント プロファイル, 9 ページ
• リソース グループ, 13 ページ
• ファイアウォール ポリシー, 25 ページ
• アプリケーション プロファイル, 28 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, （23 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。
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• 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, （2 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, （2 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, （2 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。
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• 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。

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.1
19

リソース グループの管理
リソース グループの編集

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。

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.1
21

リソース グループの管理
リソース グループの編集

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, （28 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, （2 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

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.1
30

リソース グループの管理
アプリケーション プロファイルの追加

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。

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.1
33

リソース グループの管理
アプリケーション プロファイルの追加

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, （2 ページ）を参照
してください。

[ネットワーク] フィールド

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.1
36

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。

リソース グループの管理
アプリケーション プロファイルの複製

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, （2 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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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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