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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, vii ページ

• 表記法, viii ページ

• 関連資料, ix ページ

• マニュアルに関するフィードバック, x 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, x 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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表記法

用途テキストのタイプ

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。

GUI要素

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。マニュアルのタイトル

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。
TUI要素

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。

システム出力

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。

CLIコマンド

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

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。

[x | y | z]

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。

string

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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「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。（注）

「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。

ヒント

「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。

注意

「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。

ワンポイントアドバイス

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。

警告

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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『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』にはCisco UCSManager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。『CiscoUCSC-Series ServersDocumentation
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。

（注）

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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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

この章は、次の内容で構成されています。

• このリリースの新規情報および変更情報, 1 ページ

このリリースの新規情報および変更情報
次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。この

マニュアルに記載されたすべての変更内容とこのリリースのすべての新機能についての包括的な

リストは表に記載されていません。

表 1：Cisco UCS Directorリリース 5.1 の新機能と変更された動作

参照先説明機能

APICアプリケーションコ
ンテナセットアップの要件

APICにアプリケーションコンテナ
サポートを提供します。

Application Policy Infrastructure
Controller（APIC）アプリケー
ションコンテナのサポート
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第 2 章

概要

この章は、次の内容で構成されています。

• 前提条件, 3 ページ

• アプリケーションコンテナについて, 4 ページ

• アプリケーションコンテナタイプ, 4 ページ

• アプリケーションコンテナの表示 , 5 ページ

• ASAゲートウェイを使用するコンテナのセキュリティ, 5 ページ

• Cisco Virtual Security Gatewayを使用するコンテナのセキュリティ, 7 ページ

• ネットワークデバイス管理の Orchestratorタスク, 8 ページ

• Cisco VXLANのアプリケーションコンテナサポート, 8 ページ

• ASAvゲートウェイサポート, 10 ページ

前提条件

Cisco Virtual Security Gateway（VSG）を使用するアプリケーションコンテナを正常に作成するに
は、次の前提条件を満たす必要があります。

• Cisco VSGと外部ゲートウェイのパブリック IPアドレスを入力する必要があります。

•コンピューティングポリシーで、すべてのホストをCisco Nexus 1000シリーズスイッチと関
連付ける必要があります。

•ストレージポリシーで、Cisco Nexus 1000シリーズスイッチの（関連付けられた）ホストに
関連付けられたデータストアを選択する必要があります。

• VLAN（IPアドレス）範囲のすべての設定を Cisco Nexus 1000シリーズスイッチで事前に設
定する必要があります。
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アプリケーションコンテナについて
アプリケーションコンテナは内部プライベートネットワークを使用する仮想マシン（VM）の集
合で、管理者によって規定されたルールに基づいています。アプリケーションコンテナには 1つ
以上の VMがあり、外部またはパブリッククラウドに対してフェンシングゲートウェイ（例、
Virtual Secure Gateway）によって保護されています。 Cisco UCS Directorはアプリケーションコン
テナをサポートし、1つ以上のフェンスドネットワークと VMを使用するコンテナテンプレート
を定義できます。アプリケーションコンテナをテンプレートから作成する場合は、Cisco UCS
Directorは自動で VMを導入し、ネットワークとファイアウォールを設定します。 Cisco UCS
Directorはレイヤ 2変更の仮想スイッチと物理スイッチも自動で設定します。

Cisco UCS Directorリリース 4.1以前のアプリケーションコンテナはフェンスドコンテナと呼
ばれていました。

（注）

Virtual Secure Gateway（VSG）環境用のコンテナの作成に関する情報については、アプリケー
ションコンテナへの VSGの統合, （30ページ）を参照してください

（注）

.

アプリケーションコンテナタイプ
さまざまな展開シナリオで使用する複数のアプリケーションコンテナタイプがあります。

•フェンスド仮想：VMで使用するアプリケーションコンテナの最も一般的なタイプ。

• Virtual SecureGateway（VSG）：仮想環境のセキュリティを強化するために使用するコンテ
ナタイプ。

• Dynamic Fabric Automation（DFA）：DFAネットワーク展開で使用するタイプ。 DFAネッ
トワークのアプリケーションコンテナに関する詳細は、『Cisco UCS Director Dynamic Fabric
Automation Management Guide』を参照してください。

• Virtual Applications Container Service（VACS）コンテナ：Cisco Virtual Application Container
Services展開で使用するタイプ。詳細については、『CiscoVACSApplicationContainer Services
Configuration Guide』を参照してください。

• Application Centric Infrastructure Controller（APIC）コンテナ：APIC展開で使用するタイ
プ。詳細については、『Cisco UCS Director APIC Management Guide』を参照してください。
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アプリケーションコンテナの表示

メニューバーから、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。
アプリケーションコンテナはカラースキームを使用してコンテナのステータスを識別します。

•緑：すべての VMの電源がオンになっているか、GW VMが起動しており、内部 VMの電源がオン/
オフです。

•オレンジ：GW VMのみがダウンし、VMのいずれかの電源がオンになっています。

•青：コンテナのプロビジョニングが進行中です。

•グレー：コンテナは VMが空です。

•赤：すべての VMの電源がオフです。

ASA ゲートウェイを使用するコンテナのセキュリティ
次の図と表で、ASAゲートウェイ（ファイアウォール）を使用するアプリケーションコンテナの
例を説明します。

図 1：ASA ゲートウェイ（ファイアウォール）を使用するセキュアなアプリケーションコンテナの例

説明Region

管理者が指定したルールを使用する 1つ以上の
内部ネットワーク。

1
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1つ以上のネットワークに接続された 1つ以上
の VM。

2

フェンシングゲートウェイ（ファイアウォー

ル）。この例では、Adaptive Security Appliance
（ASA）を使用しています。 ASAでは、内部
システムおよびアプリケーションそれぞれに対

して明示的に設定を行わなくても、単方向（内

部から外部へ）の接続が可能です。

3

パブリック/外部ネットワーク4

ASAゲートウェイを使用するアプリケーションコンテナを作成して管理するためにはいくつかの
手順を実行します。

1 ゲートウェイポリシーの定義：ゲートウェイポリシーで、コンテナのゲートウェイタイプと

ゲートウェイを導入するクラウドアカウント（vCenter）を定義する必要があります。

2 アプリケーションコンテナテンプレートの定義：コンテナを作成するクラウドアカウントと

いくつかの他のタスクを定義する必要があります。

•ネットワークの設定

•コンテナの VMの追加

•ポートマッピングと発信アクセスコントロールリスト（ACL）の定義

•ゲートウェイポリシー（先に作成）の選択

• VMプロビジョニングを定義する導入ポリシーの選択

•コンテナのセルフサービスオプションの選択

•ワークフローの選択（オプション）

3 定義済みコンテナテンプレートからアプリケーションコンテナの作成：手順 2で定義された
テンプレートからアプリケーションコンテナを作成します。コンテナを作成するグループを

選択する必要があります。

4 アプリケーションコンテナ：アプリケーションコンテナを作成後、コンテナの電源管理、コ

ンテナへのVMの追加、コンテナの複製または削除、VMのコンソールを開いてレポートの表
示など、各種管理アクションを実行できます。
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Cisco Virtual Security Gateway を使用するコンテナのセキュ
リティ

図 2：Cisco VSG を使用するアプリケーションコンテナの例

説明Region

管理者が指定したルールを使用する 1つ以上の
内部ネットワーク。

1

1つ以上のネットワークに接続された 1つ以上
の VM。

2

フェンシングゲートウェイ（ファイアウォー

ル）。この例では、Adaptive Security Appliance
（ASA）を使用しています。 ASAでは、内部
システムおよびアプリケーションそれぞれに対

して明示的に設定を行わなくても、単方向（内

部から外部へ）の接続が可能です。

3

Cisco Prime Network Security Controller（PNSC）
は、オーバーレイネットワークの導入に貢献

し、ネットワークサービスの挿入を促進し、プ

ライベートクラウドとパブリッククラウド間

での仮想マシンの移動を可能にします。

4

パブリック/外部ネットワーク5
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Cisco VSGを使用するセキュアなアプリケーションコンテナを作成して管理するためにはいくつ
かの手順を実行します。

1 PNSCアカウントの作成

2 PNSCレポートの表示

3 PNSCファイアウォールポリシーの作成

4 アプリケーションコンテナへの Cisco VSGの統合：このプロセスは複数のタスクから構成さ
れます。

• OVFファイルのアップロード

• OVFファイルの導入

• Cisco VSG用アプリケーションコンテナテンプレートの作成

ネットワークデバイス管理の Orchestrator タスク
Cisco UCS Directorには Orchestrator機能があり、1つ以上のワークフローでネットワークドメイ
ンタスクの自動設定および管理が行えます。

ネットワークデバイスの Orchestrator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。

Cisco VXLAN のアプリケーションコンテナサポート
CiscoUCSDirectorは、アプリケーションコンテナ内でのVXLANの使用をサポートします。Cisco
VXLANは、24ビットのセグメント IDを使用して VLANSの 4Kの制限を超えて拡張する、レイ
ヤ2ネットワーク分離テクノロジーです。VXLANテクノロジーは、IPカプセル化でMACとオー
バーレイアプローチを使用することによって、LANセグメントを作成します。仮想イーサネッ
トモジュール（VEM）が仮想マシン（VM）からの元のレイヤ 2フレームをカプセル化します。

図 3：VXLAN カプセル化フレーム形式

ネットワークで送信されるMACフレームをカプセル化する際に、送信元 IPアドレスとして使用
する IPアドレスが各 VEMに割り当てられます。これは、各 VEMで仮想ネットワークアダプタ
（VMKNIC）を作成することにより実現されます（次の図を参照）。複数の VMKNICを設定し
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て、このカプセル化トラフィックに使用することができます。カプセル化は、ペイロードフレー

ムのMACアドレスのスコープに使用される VXLAN識別子を伝送します。

図 4：VXLAN 機能を備えた VEM VMKNIC インターフェイス

接続された VXLANは vNICのポートプロファイルコンフィギュレーション内で指定され、VM
の接続時に適用されます。各 VXLANは、割り当てられた IPマルチキャストグループを使用し
て、VXLANセグメント内でブロードキャストトラフィックを伝送します。 VMが VEMに接続
する際、それがVEM上の特定のVXLANセグメントに最初に参加するVMである場合は、Internet
Group Management Protocol（IGMP）の参加がVXLANの割り当て済みマルチキャストグループに
対して発行されます。VMがネットワークセグメントでパケットを送信する際、フレームの宛先
MACおよび VXLAN識別子を使用してレイヤ 2テーブルでルックアップが行われます。フレー
ムの宛先MACと VXLAN識別子を使用したレイヤ 2テーブルでのルックアップの結果がヒット
の場合、レイヤ 2テーブルエントリにはフレームをカプセル化するために使用するリモート IP
アドレスが含まれます。この場合、フレームはリモート IPアドレス宛ての IPパケットに格納さ
れて送信されます。結果が失敗（ブロードキャスト/マルチキャストまたは不明なユニキャスト）
の場合、フレームは、宛先 IPアドレスが VXLANセグメントの割り当て済み IPマルチキャスト
グループに設定されてカプセル化されます。

VXLAN形式がサポートされるのは、Cisco Nexus 1000Vシリーズスイッチのみです。（注）
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ASAv ゲートウェイサポート
Cisco UCS Directorでは、ASAvゲートウェイを利用するアプリケーションコンテナを作成できま
す。 Cisco Adaptive Security Virtual Appliance（ASAv）は、従来の階層型データセンターの展開と
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（ACI）環境のファブリックベー
スの展開の両方をサポートします。 ASAvは、物理環境、仮想環境、アプリケーションセント
リック環境、SDN環境、およびクラウド環境の全体にわたり、一貫したトランスペアレントなセ
キュリティをサポートします。 ASAvは、セキュアなデータセンタートラフィックおよびマルチ
テナントアーキテクチャを支援するために、仮想化された環境に完全なファイアウォール機能を

もたらします。 ASAvはデータセンター環境向けに最適化されているので、vSwitchをサポート
します。したがってASAvをシスコのデータセンター、ハイブリッドデータセンター、さらには
シスコ以外のデータセンターに展開することができ、管理オーバーヘッドは大幅に削減され、柔

軟性および運用効率を向上させることができます。 ACI展開では、Cisco Application Policy
InfrastructureController（APIC）により、ネットワークとセキュリティの両方を一元管理できます。
分散インストラクチャ全体を統合したビューで、サービスとしての ASAvセキュリティのプロビ
ジョニング、ポリシー管理、および環境全体のモニタリングを行うことができます。
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第 3 章

アプリケーションコンテナの作成

この章は、次の内容で構成されています。

• アプリケーションコンテナを作成するための一般的な要件, 11 ページ

• アプリケーションコンテナポリシーの作成, 12 ページ

• アプリケーションコンテナテンプレートについて, 13 ページ

• アプリケーションコンテナテンプレートの作成, 14 ページ

• アプリケーションコンテナ用カスタムワークフローの作成, 19 ページ

• アプリケーションコンテナの管理, 20 ページ

アプリケーションコンテナを作成するための一般的な要

件
Cisco UCS Directorでは、内部に包含する VMに対して必要なコンポーネントを指定するアプリ
ケーションコンテナを作成できます。アプリケーションコンテナを構築する際の Cisco UCS
Directorプロセスは次のとおりです。

1 ポリシーの作成

2 ネットワーク要素の追加

3 コンテナテンプレートの作成

4 仮想インフラストラクチャポリシーの作成

5 階層型アプリケーションゲートウェイポリシーの作成

6 コンテナの作成
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アプリケーションコンテナポリシーの作成

ステップ 1 [ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [仮想インフラストラクチャポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ポリシーの追加]ボタンをクリックします。

ステップ 4 [仮想インフラストラクチャポリシーの仕様]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。

説明名前

ポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

コンテナタイプ（フェンスド仮想、VSG、または DFA）を選択しま
す。 [次へ]をクリックして選択内容を確定し、ウィザードの指示に従
います。

Cisco Dynamic Fabric Automation環境では、ゲートウェイの
作成はオプションです。

（注）

[コンテナタイプ]ドロップダウ
ンリスト

選択した仮想アカウント（ゲートウェイ VMを作成するクラウド）。[仮想アカウントの選択]ドロッ
プダウンリスト

ステップ 5 ゲートウェイタイプとして CISCO ASAを選択した場合は、次のフィールドに値を入力します。Linuxを
選択した場合はステップ 7に進みます。

説明名前

選択したデバイス。[デバイスの選択]フィールド

ゲートウェイの外部インターフェイス。[外部インターフェイス]フィー
ルド

外部 IPアドレス。[外部インターフェイスのIPアド
レス]ドロップダウンリスト

外部インターフェイスVLAN ID。[外部インターフェイスVLANID]
ドロップダウンリスト

ゲートウェイの内部インターフェイス。[内部インターフェイス]
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ステップ 6 [送信]をクリックします。

ステップ 7 ゲートウェイタイプに Linuxを選択する場合は、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ゲートウェイVMを導入するために選択したイメージ。表示されるイ
メージは選択したクラウドで使用できるテンプレートです。

ゲートウェイテンプレート（Linux VM）が必要な場合は、
サポートチームにご連絡ください。

（注）

[ゲートウェイのVMイメージ]
フィールド

ゲートウェイの外部インターフェイス。[仮想CPUの数]フィールド

外部 IPアドレス。[メモリ]ドロップダウンリスト

外部インターフェイスVLAN ID。[CPU予約(MHz)]フィールド

ゲートウェイの内部インターフェイス。[CPU予約(MB)]フィールド

選択したテンプレート（選択した VMイメージ）のユーザ名[テンプレート用のrootログイン]

選択したテンプレート（選択した VMイメージ）のパスワード[テンプレート用のrootパスワー
ド]

エンドユーザとゲートウェイ rootパスワードを共有するためのオプ
ション。

[ゲートウェイパスワード共有の
オプション]

ステップ 8 [送信]をクリックします。

アプリケーションコンテナテンプレートについて
アプリケーションコンテナテンプレートを作成するには、次の要素に関する情報を入力する必要

があります。この情報をコンテナ作成に使用します。

•仮想アカウント（クラウド）

•ネットワークコンフィギュレーション

• VMの設定

•コンテナセキュリティ

•ゲートウェイポリシーの選択（オプション）

•サービスエンドユーザのオプション
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コンテナテンプレートと Virtual Secure Gatewayに関する情報については、VSG用アプリケー
ションテンプレートの作成, （38ページ）を参照してください。

（注）

アプリケーションコンテナテンプレートの作成
アプリケーションコンテナを作成するには、その前にテンプレートを作成する必要があります。

VSG用のコンテナテンプレートの作成に関する情報については、VSG用アプリケーションテ
ンプレートの作成, （38ページ）を参照してください。

（注）

この手順では更新するテンプレートを作成しません。テンプレートを変更する場合は、テン

プレートから新しく作成したコンテナにのみ適用されます。このテンプレートを使用して、

さまざまなネットワーク（DFAネットワークを含む）で使用するためのアプリケーションコ
ンテナを作成できます。ここでは、フェンスド仮想アプリケーションコンテナテンプレート

の作成について説明します。画面は、ポリシー設定によって若干異なる場合があります。

（注）

はじめる前に

アプリケーションコンテナポリシーを作成します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナテンプレート]タブをクリックします。

ステップ 3 [テンプレートの追加]をクリックします。 [アプリケーションコンテナのテンプレート]画面が表示されま
す。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

新しいテンプレートの名前。[テンプレート名]フィールド

テンプレートの説明。[テンプレートの説明]フィール
ド

ステップ 4 [次へ]をクリックします。

ステップ 5 [アプリケーションコンテナテンプレート：仮想インフラストラクチャポリシーの選択]画面が表示され
ます。次の選択を行います。
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説明名前

ポリシーを選択します。[仮想インフラストラクチャポリ
シーの選択]ドロップダウンリ
スト

ステップ 6 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：内部ネットワーク]画面が表示
されます。

コンテナ用に複数のネットワークを追加して設定できます。これらのネットワークは、このテンプレート

を使用してプロビジョニングされる VMに適用できます。

ステップ 7 [(+)追加]アイコンをクリックしてネットワークを追加します。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

コンテナの一意のネットワーク名。最大 128文字を使用で
きます。

[ネットワーク名]フィールド

ネットワークタイプを選択します。[ネットワークタイプ]ドロップダウンリス
ト

VLANプールを選択します。[VLANプール]フィールド

VXLANプールを選択します。[VXLANプール]フィールド

静的 IPプールを選択します。[静的IPプール]フィールド

VLAN IDの範囲を入力します。[VLAN ID範囲]フィールド

VLAN IDの範囲（たとえば、100-199）を入力します。[VXLAN ID範囲]フィールド

ネットワークの IPアドレス（10.10.10.0など）。[ネットワークIPアドレス]フィールド

ネットワークマスク（255.255.255.0など）。[ネットワークマスク]

フィールド

ネットワーク内のデフォルトゲートウェイの IPアドレス。
この IPの NICを GW VM上に作成します。

[ゲートウェイIPアドレス]フィールド

ステップ 8 [送信]をクリックします。
次に、アプリケーションコンテナでプロビジョニングされる VMを追加して設定できます。
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ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [追加(+)]アイコンをクリックしてVMを追加します。 [エントリの追加]画面が表示されます。次のフィー
ルドに値を入力します。

説明名前

VMの名前。[VM名]フィールド

VMの説明。[説明]フィールド

導入するイメージを選択します。[VMイメージ]ドロップダウン
リスト

VMに割り当てる仮想プロセッサの数。[仮想CPUの数]ドロップダウン
リスト

割り当てるメモリ（MB単位）。[メモリ]ドロップダウンリスト

VMの CPU予約。[CPU予約(MHz)]フィールド

VMのメモリ予約。[メモリ予約(MB)]フィールド

VMのカスタムディスクサイズ。テンプレートディスクサイズを使
用するには、0の値を指定します。指定したディスクサイズで選択し
たイメージのディスクサイズをオーバーライドします。

[ディスクサイズ(GB)]フィール
ド

エンドユーザとVMのユーザ名およびパスワードを共有するためのオ
プションを選択します。 [パスワードのリセット後に共有]または [共
有テンプレートクレデンシャル]を選択すると、エンドユーザは選択
したテンプレートのユーザ名およびパスワードを指定する必要があり

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

チェックマークをオンにすると、イメージからのネットワーク設定が、

プロビジョニングされた VMに適用されます。
[イメージからのネットワーク設
定の使用]チェックボックス

VMネットワークインターフェイス情報を選択します。[VMネットワークインターフェ
イス]フィールド

作成後にこのコンテナに追加できるインスタンスの最大数。[最大量]フィールド

コンテナを作成する場合に、プロビジョニングする VMインスタンス
数。

[初期数量]フィールド

ステップ 11 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：導入ポリシー]画面が表示され
ます。

    Cisco UCS Director アプリケーションコンテナガイドリリース 5.1
16

アプリケーションコンテナの作成

アプリケーションコンテナテンプレートの作成



VMプロビジョニングに必要なコンピューティング、ストレージ、ネットワーク、システムポリシー、コ
ストモデルを選択する必要があります。ポリシーは、新しい VMがアプリケーションコンテナ内でプロ
ビジョニングされる場所と方法を決める一群のルールです（システムリソースの可用性に基づく）。

•ネットワークポリシーは、仮想ファイアウォールの外部インターフェイス（コンテナゲートウェイ）
を導入するためにのみ使用します。

•選択したネットワークポリシーのポートグループはゲートウェイ VMをプロビジョニングするホス
ト上にある必要があります。

•ネットワークポリシーは静的 IPプールまたはDHCPのいずれかを使用できます。ただし、コンテナ
タイプがVSGの場合、ネットワークポリシーは静的 IPプールのみを使用する必要があります。VSG
VMは IPアドレスを入力する必要があります。 VSG VMの導入に DHCPを指定するプロビジョニン
グが現在ありません。

•プロビジョニングされる VM（コンテナゲートウェイ）のネットワークアダプタ設定はテンプレー
トの設定と同様である必要があります。このアプリケーションコンテナで使用されるネットワーク

ポリシーで、[テンプレートからのアダプタのコピー]チェックボックスのチェックマークをオンにす
る場合としない場合があります。

次のフィールドに値を入力します。

説明名前

コンピューティングポリシーを選択します。[コンピューティングポリシー]ドロッ
プダウンリスト

ストレージポリシーを選択します。[ストレージポリシー]ドロップダウン
リスト

ネットワークポリシーを選択します。[ネットワークポリシー]ドロップダウ
ンリスト

システムポリシーを選択します。[システムポリシー]ドロップダウン
リスト

コストモデルを選択します。[コストモデル]ドロップダウンリス
ト

ステップ 12 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：オプション]画面が表示されま
す。

このページで、セルフサービスエンドユーザに特定の権限を有効または無効にするオプションを選択で

きます。次のフィールドに値を入力します。

Cisco UCS Director アプリケーションコンテナガイドリリース 5.1    
17

アプリケーションコンテナの作成

アプリケーションコンテナテンプレートの作成



説明名前

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービス電源管理が有
効になります。

[VMのセルフサービス電源管理
の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービスサイズ変更が
有効になります。

[VMのセルフサービスサイズ変
更の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、セルフサービス VMスナップショッ
ト管理が有効になります。

[セルフサービスVMスナップ
ショット管理の有効化]チェック
ボックス

チェックマークをオンにすると、コンテナの削除が有効になります。[コンテナのセルフサービス削除
の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、セルフサービス VNCベースのコン
ソールアクセスが有効になります。

[VNCベースのコンソールアクセ
スの有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、コンテナのセルフ削除が有効になり

ます。

[コンテナのセルフサービス削除
の有効化]チェックボックス

テクニカルサポート用の電子メールアドレス。コンテナの導入後に

このフィールドに入力した 1つ以上の電子メールアドレスに詳細なテ
クニカル電子メールが送信されます。

[テクニカルサポート用の電子
メールアドレス]フィールド

ステップ 13 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：設定ワークフロー]画面が表示
されます。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

コンテナ設定ワークフローを選択します。デフォルトで、ワークフ

ローは選択されません。このコンテナに選択されたゲートウェイタイ

プが [Linux]で、[仮想マシンポートグループ]がコンテナと関係付け
られたネットワークポリシーで選択されている場合は、この手順をス

キップできます。コンテナゲートウェイに [CISCO ASA]を選択する
か、ネットワークポリシーに [分散型仮想ポートグループ]を選択する
場合のみ、指定のワークフローの選択が必要です。

アプリケーションコンテナテンプレートを作成するために

タスクを開始するには、まず一部の前提条件の手順を実行す

る必要があります。

（注）

[コンテナ設定ワークフロー]ド
ロップダウンリスト
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ステップ 14 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナテンプレート：サマリ]画面が表示され、現在の
設定が示されます。

ステップ 15 [送信]をクリックしてアプリケーションコンテナテンプレートの作成を完了します。

次の作業

テンプレートの特定の側面をカスタマイズする際に、アプリケーションコンテナ用カスタムワー

クフローの情報を参照してください。

アプリケーションコンテナ用カスタムワークフローの作

成
アプリケーションコンテナテンプレートの作成中に、一部の手動手順を実行する必要がありま

す。次のことが発生する可能性がある 2つのシナリオがあります。

•ゲートウェイタイプ： CISCO ASA：コンテナのゲートウェイタイプが CISCO ASAの場合
は、使用できるワークフローリストから [ASAゲートウェイを使用するアプリケーションコ
ンテナ]を特に選択する必要があります。ワークフローを選択するために、ワークフローを
検索してチェックボックスをオンにします。

•分散型仮想ポートグループ：コンテナと関連付けられるネットワークポリシーの [分散型仮
想ポートグループ]を選択する場合は、次の手順を手動で実行する必要があります。

1 [仮想ネットワークタイプ]を選択して、コンテナと関連付けられるワークフローに必要
な名前を入力します。

2 特定のワークフローを選択します。このワークフロータイプは、コンテナと関連付けら

れた [Linux]または [CISCO ASA]というゲートウェイに左右されます。 Linuxゲートウェ
イの場合は、[アプリケーションコンテナ設定]ワークフローを選択します。 CISCO ASA
ゲートウェイタイプの場合は、[ASAゲートウェイを使用するアプリケーションコンテナ]
を選択します。

3 必要なワークフローを編集または複製するには、CiscoUCSDirectorOrchestratorアプリケー
ションに移動してワークフローデザイナページのワークフローを編集します。

4 ワークフローウィンドウで、[コンテナVMリソースの割り当て]タスクをダブルクリック
します。

5 必要な仮想ネットワークタイプ（[分散型仮想ポートグループ]または [分散型仮想ポート
グループN1K]）を選択します。

6 プライマリ DVSwitch名および代替 DVSwitch名を選択します。

7 [保存]をクリックしてワークフローを保存します。
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アプリケーションコンテナの管理
管理者として、アプリケーションコンテナで次の管理アクションを実行できます。

• VMの追加

•コンソールを開く

•テンプレートの複製

•コンテナの電源管理

•コンテナの削除

•レポートの表示

管理アクションの表示

すべてのグループまたは特定のグループのサービスリクエストのレポートを表形式にエクスポー

トできます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [階層化されたアプリケーション]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択するか、コンテナを右クリックしてすべてのアクションを取り上げます。

セルフサービスユーザのコンテナアクションを表示するには、[セルフサービスの有効化]チェッ
クボックスを有効にして（コンテナテンプレートの作成時）、許可する必要があります。

（注）
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VM の追加

ステップ 1 [ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [階層化されたアプリケーション]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [VMの追加]をクリックします。

ステップ 5 [VMの管理]ダイアログボックスで、VMを選択します。

ステップ 6 （任意） [送信]をクリックします。ワークフローが実行されますが、VMはプロビジョニングされませ
ん。

ステップ 7 [編集]アイコンをクリックします。 [仮想マシンエントリの編集]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 8 作成する VMの番号を入力します。

ステップ 9 [送信]をクリックします。最大許容数量を確認します。

ステップ 10 もう一度 [送信]をクリックしてプロセスを終了します。
追加の VMを既存のアプリケーションコンテナに追加することだけが可能です。この条件は
[最大数量]フィールドで指定される数量に左右され、[仮想マシンへのエントリの追加]フィール
ド（アプリケーションコンテナテンプレートを作成した場合）にあります。

（注）

VM の削除

はじめる前に

1つ以上の VMを使用する既存のアプリケーションコンテナを作成して導入します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 アプリケーションコンテナを選択します。

ステップ 3 [VMの削除]をクリックします。

ステップ 4 [送信]をクリックします。

ステップ 5 [送信]をクリックします。
指定されたコンテナから VMが削除されます。
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特定の階層への VM の割り当て

はじめる前に

既存のアプリケーションコンテナを作成して導入します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 アプリケーションコンテナを選択します。

ステップ 3 [VMの追加]をクリックします。

ステップ 4 階層（Web、アプリケーション、または DBなど）を選択します。
設定によって、一部の階層は使用できない場合がありま

す。

（注）

ステップ 5 [送信]をクリックします。

コンソールを開くへのアクセス

適切なアクセス権がある場合は、VMのコンソールを表示することができます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [階層化されたアプリケーション]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [コンソールを開く]をクリックします。 [アクセスのコンソール]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 VMを選択します。

ステップ 6 [送信]をクリックします。ブラウザにページが表示され、選択した VMのコンソールにアクセスできま
す。

コンテナで VNCコンソールを自動設定するには、アプリケーションコンテナテンプレートを
作成した際に、[VNCベースのコンソールアクセスの有効化]チェックボックスをオンにして許
可する必要があります。

（注）
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既存のコンテナの複製

管理者として既存のコンテナを複製することができます。複製により、元のコンテナに含まれる

VMの設定および構成データをすべて転送します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [コンテナの複製]アイコンをクリックします。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

コンテナの名前。[コンテナ名]フィールド

コンテナラベル。このラベルは一意にする必要があります。[コンテナラベル]フィールド

コンテナのグループを選択します。[グループ]ドロップダウンリス
ト

ステップ 5 [送信]をクリックします。

コンテナの電源の管理

管理者はコンテナへの電源を無効/有効にすることができます。

ステップ 1 [ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [階層化されたアプリケーション]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [電源オン/電源オフ]アイコンをクリックします。

コンテナの削除

コンテナを削除する場合は、コンテナにプロビジョニングされているリソースも削除します。コ

ンテナの削除アクションを開始すると、Cisco UCS Directorはアプリケーションコンテナ設定を
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ロールバックします。その結果、ステータスのロールバックを反映するサービスリクエストを作

成します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [コンテナの削除]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [送信]をクリックします。サービスリクエストを生成したという通知が表示されます。

ステップ 6 [組織] > [サービスリクエスト]を選択します。

ステップ 7 [サービスリクエスト]タブをクリックします。

ステップ 8 サービスリクエストを選択します。

ステップ 9 [詳細の表示]をクリックします。

レポートの表示

各コンテナについて、要約レポート、クレデンシャルの詳細レポート、クレデンシャルなしの詳

細レポートを生成できます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [レポートの表示]をクリックします。

ステップ 5 ドロップダウンリストから、レポートタイプを選択します。

ステップ 6 [送信]をクリックします。レポートが表示されます。
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第 4 章

セルフサービス管理オプション

この章は、次の内容で構成されています。

• セルフサービスポータルの使用方法, 25 ページ

セルフサービスポータルの使用方法
管理者がアプリケーションコンテナテンプレートの作成プロセス中にオプションを有効にする場

合のみに、セルフサービスユーザによる管理アクションを実行できます。次のリストは、アプリ

ケーションコンテナテンプレートの作成プロセス中に有効/無効にできる（管理者による）オプ
ションを示します。

• VMの電源管理を有効化/無効化

• VMSのサイズ変更を有効化/無効化

•スナップショット管理を有効化/無効化

•コンテナの VMの削除を有効化/無効化

•コンテナの削除を有効化/無効化

最初にアプリケーションコンテナを作成する場合は、グループ（顧客組織）に関連付けられま

す。グループに関連付けられたユーザはコンテナの管理アクションを表示して実行できます。

詳細については、『Cisco UCS Self-Service Portal Guide』を参照してください。

ステップ 1 メインウィンドウから、[仮想リソース]をクリックします。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。
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第 5 章

PNSC および Cisco VSG を使用するコンテナ
のセキュリティ

この章は、次の内容で構成されています。

• Prime Network Service Controllerについて, 27 ページ

• アプリケーションコンテナへの VSGの統合, 30 ページ

Prime Network Service Controller について
PrimeNetwork Services Controller（PNSC）はRedHat Enterprise Linus（RHEL）ベースの仮想アプラ
イアンスで、Cisco Virtual Security（VSG）および Cisco Adaptive Security Appliance 1000V（ASA
1000V）クラウドファイアウォールの集中型デバイスとセキュリティポリシー管理を実現しま
す。

Cisco Virtual Security Gatewayは PNSC内で稼働します。（注）

PNSCはマルチテナント用に設計されており、仮想化されたデータセンターおよびクラウド環境
をシームレスかつスケーラブルに、自動化ベースで管理します。マルチテナンシーとは、ソフト

ウェアの単一のインスタンスが Software-as-a-Service（SaaS）サーバで動作し、複数のクライアン
ト組織またはテナントを処理するアーキテクチャの原理を指します。マルチテナンシーはマルチ

インスタンスアーキテクチャと対比され、個別のインスタンスが異なるクライアント組織に設定

されます。マルチテナントアーキテクチャでは、各テナントがカスタマイズされた仮想アプリ

ケーションインスタンスと連動するよう、ソフトウェアアプリケーションは、データや構成を仮

想的にパーティショニングするように設計されています。

PNSCのコンポーネントを以下に一覧表示します。

• Cisco UCS Director内での Prime Network Service Controller（PNSC）アカウントの作成。

•インベントリでの PNSCオブジェクトの収集。
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• PNSCオブジェクトインベントリレポートの提供。

• PNSCオブジェクトアクションのサポート。

• PNSCオブジェクトワークフロータスクのサポート。

Cisco UCS Directorを使用して VSGを管理することもできます。

PNSCの設定を表示するには、PNSCから vCenter拡張ファイルをダウンロードし、vSphereク
ライアントアプリケーションにインポートする必要があります。その上で、CiscoUCSDirector
内からPNSCインベントリを実行します。VMManagerレポート（PNSC）に、対応するvCenter
情報が表示されます。

（注）

PNSC アカウントの追加
Cisco Prime Network Services Controller（Cisco Prime NSC）は Red Hat Enterprise Linuxベースの仮想
アプライアンスで、Cisco仮想サービスの集中型デバイスとセキュリティポリシー管理を実現し
ます。CiscoPrimeNSCは複数テナント操作用に設計されており、仮想化されたデータセンターお
よびクラウド環境をシームレスかつスケーラブルに、自動化ベースで管理します。 PNSCは基本
的にセキュリティコンポーネント（ファイアウォール）を VSGとアプリケーションコンテナに
提供し、VMをお互いに分離します。 Cisco Prime Network Services Controllerによって Cisco仮想
サービスを集中管理し、管理者が Cisco UCS Directorを介して実行します。

PNSCは特定の PODに関係していません。（注）

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [物理アカウント]を選択します。

ステップ 2 [マルチドメインマネージャアカウント]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 [マルチドメインマネージャアカウント]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。

説明名前

マルチドメインアカウント名。[アカウント名]フィールド

マルチドメインの説明。[説明]フィールド

アカウントの説明。 [PNSC]を選択します。[アカウントタイプ]フィールド

PNSCサーバの IPアドレス。[サーバのアドレス]フィールド

管理者のユーザ ID。[ユーザID]フィールド
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説明名前

管理者のユーザパスワード。[パスワード]フィールド

トランスポートタイプを選択します。

• HTTP：標準プロトコル。

• HTTPS：標準セキュアプロトコル。

[トランスポートタイプ]ドロップダウンリスト

ポート番号（トランスポートタイプに基づく）。[ポート]フィールド

アカウントの説明。[説明]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。

[連絡先の電子メール]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。[ロケーション]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

PNSC レポートの表示
PNSCを作成後に、Cisco UCS Directorを使用して関連レポートを表示できます。

次のレポートが [物理] > [ネットワーク]メニューから入手できます。

•サマリー

•テナント

• vDC

• vApp

• PNSCファイアウォールポリシー

• VM Manager

•クライアント

• HA ID使用率のレポート

ステップ 1 メニューバーで、[物理] > [ネットワーク]を選択します。
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[すべてのPOD]画面が表示されます。

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。
PNSCアカウントエントリが表示されます。

ステップ 3 [ネットワークアカウント]タブをクリックします。
デフォルトのデータセンターまたはマルチドメインマネージャアカウントのいずれかに追加されたPNSC
アカウントを表示できます。

ステップ 4 PNSCエントリをクリックして利用できるレポートを表示します。

アプリケーションコンテナへの VSG の統合
内部ファイアウォール（Cisco Virtual Security Gateway）に加えて Prime Network Services Controller
（PNSC）を設定する Cisco UCS Directorを使用し、アプリケーションコンテナに統合することが
できます。

統合プロセスはいくつかのステージで構成されます。

• OVAファイルを Cisco UCS Directorにアップロードします。

• PNSCファイアウォールポリシー（PNSCを用いたコンテナの作成に使用）を作成します。

•仮想インフラストラクチャポリシーを作成します。このポリシーでは、使用する仮想アカ
ウントとプロビジョニングするコンテナのタイプを定義します。

•アプリケーションコンテナテンプレートを作成します。このテンプレートでは、仮想イン
フラストラクチャポリシー、コンピューティングポリシー、ストレージポリシー、ネット

ワークポリシーをテンプレートへの入力に使用します（以下に表示）。

Cisco VSGは仮想ファイアウォールアプライアンスで、仮想データセンターおよびクラウド環境
への信頼できるアクセスを提供します。 Cisco VSGによって、仮想データセンターのプライベー
トクラウドまたはパブリッククラウド内の共通コンピューティングインフラストラクチャを共

有するために、多様なセキュリティプロファイルを持つ一連の広範なマルチテナントワークロー

ドが行えます。CiscoVSGで 1つ以上の仮想マシン（VM）を特定の信頼ゾーンと関連付けると、
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あらかじめ設定されたセキュリティポリシーに基づいて信頼ゾーンへのアクセスを確実に管理お

よびモニタします。

Cisco VSGには次の利点があります。

•信頼できるマルチテナントアクセス：マルチテナント（スケールアウト）環境でコンテキス
ト認識型セキュリティポリシーに基づくゾーンベースの管理およびモニタリングは、法規制

の遵守を強化し、監査を簡略化します。多数のCiscoVSGの管理と導入を簡略化するには、
セキュリティポリシーをセキュリティプロファイルテンプレートに整理します。

•動的操作：VMインストール中のセキュリティテンプレートおよび信頼ゾーンのオンデマン
ドプロビジョニングと、VMのライブマイグレーションが異なる物理サーバで発生する際の
トランスペアレントモビリティの強化およびモニタリング。

•無停止管理：コラボレーション、管理エラーの除去、監視の簡略化を行うセキュリティおよ
びサーバチームの分別管理。

Cisco VSGは次のことを行います。

•産業規制を遵守します。

•仮想化環境の監視プロセスを簡略化します。

•仮想データセンターまたはプライベート/パブリッククラウドコンピューティングのいずれ
かにかかわらず、共有コンピューティングインフラストラクチャの複数のテナントで仮想化

ワークロードをセキュアに導入してコストを削減します。

OVA ファイルのアップロード
CiscoUCSDirectorでは、管理者、グループ管理者、またはエンドユーザが定義済みストレージの
場所に OVAファイルをアップロードすることができます。

グループ管理者とエンドユーザは OVAファイルをアップロードする権限を持つ唯一のタイプ
です。

（注）

はじめる前に

適切なアクセス権があることを確認します。

ステップ 1 メニューバーで、[管理]タブを選択します。

ステップ 2 [ファイルのアップロード]タブをクリックします。

ステップ 3 [ファイルのアップロード]をクリックします。

ステップ 4 [ファイルのアップロード]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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説明名前

OVAファイルを含むフォルダのタイプ。次のいずれかを選択します。

• [パブリック]：パブリックファイルの表示のみにこのロールを選択
します。

• [ユーザ]：エンドユーザの場合はこのロールを選択します。エン
ドユーザは詳細な権限を許可されません。ユーザロールはファー

ストレベルサポートに最適で、問題の特定、修復、エスカレーショ

ンが主要目的です。

• [グループ]：このロールは OVAファイルを導入することができま
す。

[フォルダタイプ]ドロップダ
ウンリスト

アップロードおよび表示する OVAファイルの名前。[ファイル名]フィールド

必要なファイルを参照して選択します。 [ファイルのアップロード]の確
認ダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックします。

[アップロードするファイルの
選択]フィールド

ファイルの説明（必要に応じて）。[ファイルの説明]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

ステップ 6 [結果の1回送信：正常なアップロード]ダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックします。
アップロードされたファイルは [ファイルのアップロード]タブからアクセスできます。

PNSC ファイアウォールポリシーの作成
ファイアウォールポリシーを使用して Cisco VSGのネットワークトラフィックを強化します。
Cisco VSGは PNSCの一部として使用される内部ファイアウォールです。 Cisco VSGのキーコン
ポーネントはポリシーエンジンです。ポリシーエンジンは、Cisco VSGで受信するネットワーク
トラフィックをフィルタリングする設定に関するポリシーを使用します。
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PNSCファイアウォールポリシーはスタンドアロンモードと高可用性モードの両方をサポー
トします。

（注）

ステップ 1 メニューバーで、[物理] > [ネットワーク]を選択します。

ステップ 2 [ネットワークアカウント]タブをクリックします。

ステップ 3 PNSCアカウントをクリックします。

ステップ 4 [PNSC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 5 [追加]をクリックします。

ステップ 6 [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。

説明名前

ファイアウォールポリシーの一意の名前。[ポリシー名]フィールド

ファイアウォールポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [追加(+)]をクリックしてゾーンを作成します。

ステップ 9 [PNSCゾーン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。

説明名前

ゾーンの一意の名前。[ゾーン名]フィールド

ゾーンの説明。[ゾーンの説明]フィールド

ルールセクション

属性のタイプ。[属性タイプ]フィールド

属性の名前。[属性名]フィールド

演算子のタイプ。[演算子]フィールド

属性値。[属性値]フィールド
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ステップ 10 [送信]をクリックします。

ステップ 11 [OK]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 [追加(+)]をクリックして PNSC ACLルールエントリを作成します。

ステップ 14 [PNSC ACLルール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。

説明名前

ACLルールの名前。名前はそのコンテナにとって
一意にする必要があります。

[名前]フィールド

ACLルールの説明。[説明]フィールド

そのルールに許可されるアクションのタイプ。次

のいずれかを選択します。

• [許可]：一致するトラフィック上で使用を許可
します。

• [却下]：一致するトラフィック上でルールの使
用を却下します。

• [リセット]：一致するトラフィック上でルール
をリセットします。

[アクション]ドロップダウンリスト

チェックマークをオンにすると、ルールがすべての

プロトコルに適用されます。チェックマークをオ

フにすると、演算子（「等号」、「不等号」）とプ

ロトコル（例、IPまたは EGP）を指定します。

[プロトコル]チェックボックス

送信元の条件

属性のタイプ。[属性タイプ]フィールド

属性の名前。[属性名]フィールド

演算子のタイプ。[演算子]フィールド

属性値。[属性値]フィールド

宛先の条件

属性のタイプ。[属性タイプ]フィールド

属性の名前。[属性名]フィールド
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説明名前

演算子のタイプ。[演算子]フィールド

演算子のタイプ。[演算子]フィールド

ステップ 15 [送信]をクリックします。

ステップ 16 [次へ]をクリックします。

ステップ 17 [PNSC-VSG設定]ペインで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

設定セクション

OVFファイルの URL。[VSG OVF URL]ドロップダウンリスト

VSGの管理者パスワード。[VSGの管理者パスワード]フィールド

ポリシーエージェント共有パスワード。[ポリシーエージェント共有シークレットパスワー
ド]フィールド

導入のタイプ。次のいずれかを選択します。

• [スタンドアロンモード]：スタンドアロンモー
ド。

• [HA]：高可用性モード。

[導入モード]ドロップダウンリスト

VSG HA ID。指定できる範囲は 1～4095です。[VSG HA ID]フィールド

VLAN ID範囲（例、100～199）[VLAN ID範囲]フィールド

チェックマークをオンにすると、VSGHAとデータ
ポートグループの両方の同じVLAN IDを使用しま
す。

[同じVLANの使用]チェックボックス

VSGの名前。[名前]フィールド

プライマリ VSGセクション（HAモードのみ）

プライマリ VSGの名前。[名前]フィールド
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説明名前

導入設定。次のいずれかを選択します。

•小 VSGの導入

•中 VSGの導入

•大 VSGの導入

[導入設定]ドロップダウンリスト

仮想ディスクを保存する形式。次のいずれかを選

択します。

•シックプロビジョニング（Lazy Zeroed）

•シックプロビジョニング（Easy Zeroed）

•シンプロビジョニング

[ディスク形式]ドロップダウンリスト

セカンダリ VSG（HAモードのみ）

プライマリ VSGの名前。[名前]フィールド

導入設定。次のいずれかを選択します。

•小 VSGの導入

•中 VSGの導入

•大 VSGの導入

[導入設定]ドロップダウンリスト

仮想ディスクを保存する形式。次のいずれかを選

択します。

•シックプロビジョニング（Lazy Zeroed）

•シックプロビジョニング（Easy Zeroed）

•シンプロビジョニング

[ディスク形式]ドロップダウンリスト

ステップ 18 [送信]をクリックします。

ステップ 19 [OK]をクリックします。
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仮想インフラストラクチャポリシーの作成

仮想インフラストラクチャポリシーでは、使用するVMとプロビジョニングするコンテナのタイ
プを定義します。このポリシーでは、この特定のアカウントに関係する PNSCアカウントも定義
します。

ゲートウェイ関連のLinuxベースのVMイメージパラメータをこのポリシーに追加できます。（注）

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [仮想インフラストラクチャポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [(+)ポリシーの追加]をクリックします。

ステップ 4 [仮想インフラストラクチャポリシーの作成]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ファイアウォールポリシーの一意の名前。[ポリシー名]フィールド

ファイアウォールポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

コンテナタイプの選択。仮想インフラストラクチャ

ポリシーには VSGを選択します。
[コンテナタイプ]ドロップダウンメニュー

仮想アカウント（クラウド）を選択します。[仮想アカウントの選択]ドロップダウンメニュー

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [仮想インフラストラクチャポリシーの変更]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

PNSCアカウントを選択します。[PNSCアカウント]ドロップダウンメニュー

VSGテンプレート設定セクション

ポリシーを選択します。[PNSCファイアウォールポリシー]ドロップダウン
メニュー

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 仮想インフラストラクチャポリシー：フェンシングゲートウェイ画面で、次のフィールドに値を入力し

ます。
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説明名前

PNSCアカウントを選択します。[ゲートウェイタイプ]ドロップダウンメニュー

VMを選択します。[ゲートウェイのVMイメージ]ドロップダウンメ
ニュー

仮想 CPUの数を選択します。[仮想CPUの数]ドロップダウンメニュー

VMに割り当てるメモリの容量を選択します。[メモリ]ドロップダウンメニュー

VMの CPU予約。[CPU予約(MHz)]フィールド

VMのメモリ予約。[メモリ予約(MB)]フィールド

テンプレート用の rootログイン。[テンプレート用のrootログイン]フィールド

テンプレート用の rootパスワード。[テンプレート用のrootパスワード]フィールド

ゲートウェイ共有オプションを選択します。[ゲートウェイパスワード共有オプション]ドロップ
ダウンメニュー

ステップ 9 [送信]をクリックします。

VSG 用アプリケーションテンプレートの作成

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナテンプレート]タブをクリックします。

ステップ 3 [テンプレートの追加]をクリックします。 [アプリケーションコンテナテンプレートの作成]画面が表示
されます。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

新しいテンプレートの名前。[テンプレート名]フィールド

テンプレートの説明。[テンプレートの説明]フィール
ド
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ステップ 4 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナテンプレート：仮想インフラストラクチャポリ
シーの選択]画面が表示されます。この画面で、アプリケーションコンテナを導入するクラウドを選択し
ます。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

コンテナに導入する仮想インフラストラクチャポリシーを選択しま

す。

[仮想インフラストラクチャポリ
シーの選択]ドロップダウンリ
スト

ステップ 5 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：内部ネットワーク]画面が表示
されます。

VSGコンテナあたり 1つのネットワークのみが許可されま
す。

（注）

コンテナ用に複数のネットワークを追加して設定できます。これらのネットワークは、このテンプレート

を使用してプロビジョニングされる VMに適用できます。

ステップ 6 [(+)追加]アイコンをクリックしてネットワークを追加します。 [ネットワークにエントリの追加]ダイア
ログボックスが表示されます。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ネットワークの名前。名前はそのコンテナ内で一意にする

必要があります。最大 128文字を使用できます。
[ネットワーク名]フィールド

VLANID範囲。この値は複製または作成可能なコンテナ数
を管理します。

[VLAN ID範囲]フィールド

コンテナのネットワーク IPアドレス。[ネットワークIPアドレス]フィールド

ネットワークマスク。[ネットワークマスク]フィールド

ネットワーク内のデフォルトゲートウェイの IPアドレス。
この IPの NICを GW VM上に作成します。

IPアドレスをゲートウェイの内部インターフェイ
スで設定します。

（注）

[ゲートウェイIPアドレス]フィールド

ステップ 7 [送信]をクリックします。
次に、アプリケーションコンテナでプロビジョニングされるゲートウェイVMを追加して設定できます。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ステップ 9 [次へ]をクリックします。
[VM]画面が表示されます。

ステップ 10 [追加(+)]をクリックして VMを追加します。次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

VMの名前。正式名称にはコンテナ名とこの名前が含まれます。[VM]フィールド

VMの説明。[説明]フィールド

導入されるイメージを選択します。[VMイメージ]ドロップダウン
リスト

VMに割り当てられる仮想 CPUの数を選択します。[仮想CPUの数]ドロップダウン
リスト

VMに割り当てられるメモリの容量（MB単位）を選択します。[メモリ]ドロップダウンリスト

MHz単位の VMの CPU予約。[CPU予約(MHz)]フィールド

VMのメモリ予約。[メモリ予約(MB)]フィールド

VMのカスタムディスクサイズ。テンプレートディスクサイズを使
用するには、0の値を指定します。指定したディスクサイズで選択し
たイメージのディスクサイズをオーバーライドします。

この値がテンプレートサイズ未満の場合は、この値を無視

します。

（注）

[ディスクサイズ(GB)]フィール
ド

エンドユーザとVMのユーザ名およびパスワードを共有するためのオ
プションを選択します。 [パスワードのリセット後に共有]または [共
有テンプレートクレデンシャル]を選択すると、エンドユーザは選択
したテンプレートのユーザ名およびパスワードを指定する必要があり

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

チェックマークをオンにすると、イメージからのネットワーク設定を

プロビジョニングされた VMに適用します。
[イメージからのネットワーク設
定の使用]チェックボックス

VMネットワークインターフェイス情報を選択します。別のネット
ワークインターフェイスを追加している場合は、ステップ 9に移動し
ます。

[VMネットワークインターフェ
イス]フィールド

作成後にこのコンテナに追加できるインスタンスの最大数。[最大数量]フィールド

コンテナを作成する場合に、プロビジョニングする VMインスタンス
数。

各 VMは一意の名前と IPアドレスにする必要がありま
す。

（注）

[初期数量]フィールド
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ステップ 11 （任意） [追加(+)]をクリックして新しい（複数の）VMネットワークインターフェイスを追加します。
次のフィールドに値を入力します。

説明名前

VMネットワークインターフェイスの名前。[VMネットワークインターフェ
イス名]フィールド

ネットワークを選択します。[ネットワークの選択]ドロップ
ダウンリスト

ネットワークの IPアドレス。[IPアドレス]フィールド

ステップ 12 [次へ]をクリックします。

ステップ 13 [OK]をクリックします。
[アプリケーションコンテナ：テンプレート：セキュリティ設定]画面が表示されます。ポートマッピン
グと発信アクセスコントロールリスト（ACL）などのセキュリティ設定コンポーネントを指定できます。

ステップ 14 [追加(+)]アイコンをクリックしてポートマッピングを追加します。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポートマッピングのプロトコルを選択します。[プロトコル]ドロップダウンリ
スト

選択したプロトコルのマッピングされたポートを選択します。[マッピングされたポート]ドロッ
プダウンリスト

内部システムの IPアドレス。[リモートIPアドレス]フィール
ド

リモートマシンのポート番号。[リモートポート]フィールド

ステップ 15 [送信]をクリックします。

ステップ 16 [OK]をクリックします。

ステップ 17 [追加(+)]アイコンをクリックして発信ACLを追加します。 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：
セキュリティ設定]ダイアログボックスが表示されます。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

プロトコルを選択します。[プロトコル]ドロップダウンリスト

ルールが適用される必要があるネットワーク。[ネットワークの選択]ドロップダウ
ンリスト
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説明名前

送信元クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）IPアドレス。[送信元アドレス]フィールド

宛先 CIDR IPアドレス。[宛先アドレス]フィールド

一致するネットワークトラフィック上で適用されるアクション。[アクション]フィールド

ステップ 18 [送信]をクリックします。

ステップ 19 [OK]をクリックします。

ステップ 20 [次へ]をクリックします。

ステップ 21 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：導入ポリシー]ページで、次のフィールドに値を入力しま
す。

説明名前

仮想コンテナのコンピューティングコンポーネントをすべて導入

するためにポリシーを選択します。

[コンピューティングポリシー]ド
ロップダウンリスト

仮想コンテナのストレージコンポーネントをすべて導入するため

にポリシーを選択します。

[ストレージポリシー]ドロップダウ
ンリスト

コンテナゲートウェイに導入するポリシーを選択します。コン

ピューティングポリシーのホスト認識部分を Cisco Nexus 1000
（Cisco VSGの導入に使用）と関連付ける必要があります。

このフィールドは、コンテナゲートウェイの外部イン

ターフェイス用にのみ使用されます。また、リソース割

り当てを Cisco Nexus 1000シリーズのスイッチと関連付
ける必要があります。

（注）

[ネットワークポリシー]フィールド

DNSとその他の OSライセンス設定に使用される値。[システムポリシー]フィールド

コストモデルを選択します。[コストモデル]フィールド

ステップ 22 [次へ]をクリックします。

ステップ 23 [アプリケーションコンテナテンプレート：オプション]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービス電源管理が
有効になります。

[VMのセルフサービス電源管理の有
効化]チェックボックス
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説明名前

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービスサイズ変
更が有効になります。

[VMのセルフサービス電源サイズ変
更の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービススナップ
ショット管理が有効になります。

[セルフサービスVMスナップショッ
ト管理の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービス削除が有効
になります。

[VMのセルフサービス削除の有効化]
チェックボックス

チェックマークをオンにすると、コンテナのセルフサービス削除

が有効になります。

[コンテナのセルフサービス削除の有
効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、VMへの VNCベースのコンソー
ルアクセスが有効になります。

[VNCベースのコンソールアクセス
の有効化]チェックボックス

コンテナプロビジョニングに関する電子メール受信者の電子メー

ルアドレスのカンマ区切りリスト。

[テクニカルサポート用の電子メー
ルアドレス]フィールド

ステップ 24 [次へ]をクリックします。

ステップ 25 コンテナを設定するワークフローを選択します。

ステップ 26 [選択]テーブルで、ワークフローを選択します（例、ワークフローID 431フェンスドコンテナの設定：
VSG）。

ワークフローと割り当てられたリソースがワークフローに含まれる必要があります。たとえば、

VSGワークフローの場合は、CiscoNexus1000シリーズのリソースが含まれる必要があります。
（注）

ステップ 27 [選択]をクリックします。

ステップ 28 [送信]をクリックします。
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第 6 章

ロードバランシングの実装

この章は、次の内容で構成されています。

• F5ロードバランシングについて, 45 ページ

• F5アプリケーションコンテナセットアップのワークフロータスクについて, 47 ページ

• F5ロードバランシングアプリケーションコンテナの前提条件, 47 ページ

• F5ロードバランシングアプリケーションコンテナ設定の要件, 48 ページ

• Citrix Netscalerロードバランシングについて, 61 ページ

F5 ロードバランシングについて
Cisco UCS Directorでは、F5ロードバランシングを使用するフェンスド仮想アプリケーションコ
ンテナを作成できます。

ロードバランシングの範囲がルーティング環境で大幅に拡大する可能性がありますが、仮想ネッ

トワークと VM環境でもロードバランシングの重要性が高まっています。サーバロードバラン
シングは、複数の仮想サーバの間でトラフィックを分散し、アプリケーションおよびサーバリ

ソースの使用率を向上させるメカニズムです。

サーバロードバランシング（SLB）とは、ロードバランシングデバイスが、サービスを求める
クライアント要求の送信先サーバを決定することです。たとえば、クライアント要求は、Web
ページを求めるHTTPGETまたはファイルのダウンロードを求める FTPGETから構成することが
できます。ロードバランサのジョブは、クライアント要求に対応できるサーバを選択し、サーバ

にもサーバファーム全体にも過負荷を与えずに、できるだけ短時間に選択を行うことです。

設定するロードバランシングアルゴリズム、つまりプレディクタに応じて、Cisco UCS Director
では一連のチェックおよび計算を実行し、各クライアント要求に最良に対応できるサーバを決定

します。 Cisco UCS Directorは、負荷に対して接続数が最小のサーバ、送信元または宛先アドレ
ス、cookie、URL、HTTPヘッダーなど、いくつかの要因に基づいてサーバを選択します。

ロードバランシングの概要は次のとおりです。
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1 クライアントがCisco UCSDirector F5コネクタを使用してロードバランサのサービスに接続し
ようとします。

2 ロードバランサが接続を受け入れます。

3 ロードバランサは、接続を受信するホストを決定し、選択したホストのサービスに合わせて宛

先 IPアドレス（またはポート）を変更します。

4 ホストはロードバランサの接続を受け入れ、元の送信元、クライアント（デフォルトルート

経由）、およびロードバランサに応答します。

5 ロードバランサは、ホストから返された応答パケットを取得すると、仮想サーバの IPおよび
ポートと一致するように送信元 IPを変更して、パケットをクライアントに転送します。

6 クライアントは、仮想サーバから送信されているという前提で、返されたパケットを受信し、

プロセスの残りを続行します。

Cisco UCS Directorは、F5ロードバランサの管理、オーケストレーション、モニタリングを可能
にします。以下に、重要なプロセスの概要を示します。

1 [管理] > [物理アカウント] > [管理対象ネットワーク要素] > [ネットワーク要素の追加]を使用し
て F5ロードバランサを追加します。

2 F5ロードバランサが管理対象要素としてCiscoUCSDirectorに追加されると、CiscoUCSDirector
タスクのインベントリ収集がトリガーされます。 [システムのタスク]タブで設定されるポーリ
ング間隔はインベントリ収集の頻度を指定します。

3 F5がポッドに追加されると、ポッド環境のその他すべてのコンポーネントと一緒にアカウン
トレベルでリストされます。 F5設定情報を表示するには、[物理] > [ネットワーク] > [ネット
ワーク管理対象要素]に移動します。

F5デバイスを使用してロードバランシングを実装する方法は 2通りあります。

1 iApps（BIG-IP）アプリケーションサービスを使用します。または、

2 Cisco UCS Directorを使用して、次の操作を行います。

•管理対象要素をセットアップします。

•プールを作成します。

•プールメンバーを追加します。

•仮想サーバを作成します。

上記の Cisco UCS Directorタスクについては、『Cisco UCS Directorアプリケーションコンテナガ
イド』で詳しく説明されています。
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F5 アプリケーションコンテナセットアップのワークフ
ロータスクについて

Cisco UCS Directorには、ワークフローデザイナを利用してロードバランサに接続できるように
するための、F5 BIG-IPワークフロータスクが含まれています。重要なワークフロータスクは次
のとおりです。

•コンテナ VMリソースの割り当て

•コンテナのプロビジョニング（ネットワーク）

•コンテナのプロビジョニング（VM）

•コンテナの再同期（VM）

•コンテナゲートウェイのセットアップ

•コンテナ F5ロードバランサのセットアップ

•コンテナ電子メールの送信

この F5ワークフローに固有のタスクは、「コンテナ F5ロードバランサのセットアップ」と
いうタイトルのタスクのみです。この F5タスクは、最近 Cisco UCS Directorコンテナサポー
トに追加されました。他のタスクはすでに存在するものであり、別のワークフローで使用さ

れています。ロードバランシングアプリケーションコンテナの構築に役立つワークフロー

は、他にもフェンスドコンテナの設定 - ASAゲートウェイとフェンスドコンテナの設定の 2
つがあります。

（注）

F5ロードバランサ用コンテナのセットアップを含め、アプリケーションコンテナのセットアッ
プワークフロー全体については、『Cisco UCS Directorアプリケーションコンテナガイド』を参
照してください。このマニュアルへのリンクは、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
servers-unified-computing/ucs-director/products-installation-and-configuration-guides-list.htmlに記載され
ています。

F5 ロードバランシングアプリケーションコンテナの前
提条件

Cisco UCS Director内の F5ロードバランシングアプリケーションコンテナを作成して実装するに
は、その前に、次の作業を完了する必要があります。

•フェンスドコンテナのセットアップ

•フェンスドコンテナのセットアップ（ASAゲートウェイ）
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アプリケーションサービスを手動で作成するために、コンテナロードバランサのセットアッ

プタスクが用意されています。このタスクをフェンスドコンテナのセットアップ（ASAゲー
トウェイ）タスクと統合することで、F5ロードバランシングアプリケーションコンテナを作
成できます。

ヒント

F5 ロードバランシングアプリケーションコンテナ設定
の要件

Cisco UCS Directorでは、内部に包含する VMに対してF5ロードバランシングプロパティを指定
するアプリケーションコンテナを作成できます。 Cisco UCS Directorプロセスワークフローの概
要は次のとおりです。

1 ロードバランシングポリシーの作成

2 ネットワーク要素の追加

3 仮想インフラストラクチャポリシーの作成

4 階層型アプリケーションゲートウェイポリシーの作成

5 コンテナテンプレートの作成

6 コンテナの作成

F5 BIG-IP ネットワーク設定の制限
ゲートウェイならびに F5 BIG-IPデバイスにおけるネットワーク設定は手動で行う必要がありま
す。

ゲートウェイの VLANおよび NAT設定、および F5デバイス関連のネットワーク設定に、F5
アプリケーションコンテナサポートの一環である Cisco UCS Directorを使うことはできませ
ん。これに関する自動プロセスは、CiscoUCSDirectorの次のリリースで対応される予定です。

（注）

ネットワーク要素の追加

ロードバランシングをサポートする仮想サーバを作成するには、最初にCiscoUCSDirectorにネッ
トワーク要素を追加する必要があります。 F5ロードバランサをネットワーク要素として Cisco
UCS Directorに追加すると、[管理対象ネットワーク要素]タブに表示されます。
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はじめる前に

このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

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 [管理するネットワーク機器]タブを選択します。

ステップ 3 [ネットワーク機器の追加]をクリックします。

ステップ 4 [ネットワーク機器の追加]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。

説明名称

ネットワーク要素が属するポッドを選択します。[POD]ドロップダウンリスト

このネットワーク要素のデバイスカテゴリを選択

します。たとえば [F5ロードバランサ]を選択しま
す。

[Device Category（デバイスカテゴリ）]ドロップダ
ウンリスト

このデバイスの IPアドレス。[デバイスIP]フィールド

使用されるプロトコルを選択します。リストには

次の内容が含まれます。

• telnet

• ssh

• http

• https

F5ロードバランサデバイスを使用する
場合、選択できるのは httpと httpsだけで
す。

（注）

[プロトコル]ドロップダウンリスト

使用するポート番号。[ポート]フィールド

ログイン名。[ログイン]フィールド

ログイン名に関連付けられるパスワード。[パスワード]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

F5ロードバランサを追加すると、システムタスクのインベントリ収集がトリガーされます。 [シ
ステムのタスク]タブで設定されるポーリング間隔はインベントリ収集の頻度を指定します。

Cisco UCS Director アプリケーションコンテナガイドリリース 5.1    
49

ロードバランシングの実装

ネットワーク要素の追加



次の作業

仮想サーバに変更を加えるには、サーバを選択して [変更]ボタンをクリックします。仮想サーバ
を削除するには、サーバを選択して [削除]ボタンをクリックします。

F5 ロードバランシングポリシーの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [F5ロードバランサポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [(+)ポリシーの追加]をクリックします。

ステップ 4 [F5ロードバランサポリシーの追加]画面で、次のフィールドを入力します。

表 2：

説明名称

F5ロードバランサアプリケーションポリシーに割
り当てる名前。

[ポリシー名]フィールド

このポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

[物理]を選択します。[ロードバランサアカウントタイプ]ドロップダウ
ンリスト

使用可能なリストから F5ロードバランサのアカウ
ントを選択します。

[F5アカウントの選択]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [選択]をクリックします。

ステップ 6 [次へ]をクリックします。

ステップ 7 [送信]をクリックします。

次の作業

仮想インフラストラクチャポリシーを作成します。
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F5 ロードバランシング仮想インフラストラクチャポリシーの追加

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [仮想インフラストラクチャポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [(+)ポリシーの追加]をクリックします。

ステップ 4 [仮想インフラストラクチャポリシー仕様]ペインで、次の情報を入力します。

表 3：

説明名称

ポリシーの一意の名前。[テンプレート名]フィールド

このポリシーの説明。[テンプレートの説明]フィールド

コンテナタイプの選択。ロードバランシングアプ

リケーションコンテナに [フェンスド仮想]を選択
します。

[コンテナタイプ]ドロップダウンリスト

仮想アカウントを選択します。[仮想アカウントの選択]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [仮想インフラストラクチャポリシー：フェンシングゲートウェイ]ペインで、次の情報を入力します。

表 4：

説明名称

チェックマークをオンにすると、ゲートウェイ設定

を構成できるようになります。そうでない場合は、

[次へ]をクリックします。

[ゲートウェイ必須]チェックボックス

[ゲートウェイ必須]チェックボックスをオンにした
場合は、ゲートウェイポリシーを割り当てること

ができます。

[ゲートウェイポリシーの選択]ドロップダウンリ
スト

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [仮想インフラストラクチャポリシー：フェンシングロードバランシング]ペインで、次の情報を入力し
ます。
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表 5：

説明名称

チェックマークをオンにすると、このコンテナには

F5ロードバランサが必要になります。
[F5ロードバランサ必須]チェックボックス

このコンテナに必要なロードバランシングポリシー

を選択します。

[F5ロードバランサの選択]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [次へ]をクリックします。

ステップ 10 [送信]をクリックします。

次の作業

階層型アプリケーションゲートウェイポリシーを設定します。

階層型アプリケーションゲートウェイポリシーの作成

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [階層型アプリケーションゲートウェイポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [(+)ポリシーの追加]をクリックします。

ステップ 4 [アプリケーションコンテナゲートウェイポリシー]画面で、次のフィールドを入力します。

表 6：

説明名称

F5ロードバランサの階層型アプリケーションゲー
トウェイポリシーに割り当てる名前。

[ポリシー名]フィールド

このポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

ゲートウェイタイプを選択します。[ゲートウェイタイプ]ドロップダウンリスト

コンテナを導入するクラウドアカウントを選択し

ます。

[仮想アカウントの選択]ドロップダウンリスト
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ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [アプリケーションコンテナゲートウェイポリシー]画面で、Linuxゲートウェイの選択に関する次の
フィールドを入力します（該当する場合）。

表 7：

説明名称

F5ロードバランサの階層型アプリケーションゲー
トウェイポリシーに割り当てる名前。

[ゲートウェイの VMイメージ]ドロップダウンリ
スト

このポリシーの説明。[仮想 CPUの数]フィールド

ゲートウェイタイプを選択します。[メモリ]ドロップダウンリスト

コンテナを導入するクラウドアカウントを選択し

ます。

[CPU予約(MHz)]フィールド

MB単位でのメモリの予約。[メモリ予約（MB）]フィールド

テンプレート用の rootログイン。[テンプレート用のrootログイン]フィールド

テンプレート用の rootパスワード。[テンプレート用の rootパスワード]フィールド

ゲートウェイ VMの rootパスワードをエンドユー
ザと共有するかどうか、および共有する方法。

[ゲートウェイパスワード共有オプション]ドロップ
ダウンリスト

ステップ 7 [アプリケーションコンテナゲートウェイポリシー]画面で、Cisco ASAの選択に関する次のフィールド
を入力します（該当する場合）。

表 8：

説明名称

デバイスを選択します。[デバイスの選択]ドロップダウンリスト

コンテキストに適用する外部インターフェイスの名

前。

[外部インターフェイス]ドロップダウンリスト

外部インターフェイスの IPアドレス。[外部インターフェイス IPアドレス]フィールド

外部 VLAN IDに関連付けられている名前。[外部インターフェイス VLAN ID]フィールド

内部インターフェイスを選択します。[内部インターフェイス]ドロップダウンリスト
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ステップ 8 [アプリケーションコンテナゲートウェイポリシー]画面で、Cisco ASAvの選択に関する次のフィールド
を入力します（該当する場合）。

表 9：

説明名称

デバイスを選択します。[ASAv OVF]ドロップダウンリスト

コンテキストに適用する外部インターフェイスの名

前。

[ASAvポリシー]ドロップダウンリスト

外部インターフェイスを選択します。[外部インターフェイス]ドロップダウンリスト

内部インターフェイスを選択します。[内部インターフェイス]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [次へ]をクリックします。

ステップ 10 [送信]をクリックします。

アプリケーションコンテナテンプレートの作成

この手順では更新するテンプレートを作成しません。テンプレートを変更する場合は、テン

プレートから新しく作成したコンテナにのみ適用されます。このテンプレートを使用して、

さまざまなネットワーク（DFAネットワークを含む）で使用するためのアプリケーションコ
ンテナを作成できます。

（注）

はじめる前に

アプリケーションコンテナポリシーを作成します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナテンプレート]タブをクリックします。

ステップ 3 [テンプレートの追加]をクリックします。 [アプリケーションコンテナのテンプレート]画面が表示されま
す。次のフィールドに値を入力します。
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説明名称

新しいテンプレートの名前。[テンプレート名]フィールド

テンプレートの説明。[テンプレートの説明]フィール
ド

ステップ 4 [次へ]をクリックします。

ステップ 5 [アプリケーションコンテナテンプレート：仮想インフラストラクチャポリシーの選択]画面が表示され
ます。次の選択を行います。

説明名称

コンテナの導入ポリシーを選択します。

ロードバランシングをサポートするポリシーを選択します

（以降のウィザード画面には、該当するロードバランシン

グ情報が入力されます）。

（注）

[仮想インフラストラクチャポリ
シーの選択]ドロップダウンリ
スト

ステップ 6 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：内部ネットワーク]画面が表示
されます。

コンテナ用に複数のネットワークを追加して設定できます。これらのネットワークは、このテンプレート

を使用してプロビジョニングされる VMに適用できます。

ステップ 7 [(+)追加]アイコンをクリックしてネットワークを追加します。 [ネットワークにエントリの追加]ダイア
ログボックスが表示されます。次のフィールドに値を入力します。

説明名称

チェックマークをオンにすると、アプリケーションコンテ

ナが、Digital Fabric Automationネットワークで使用できる
ようになります。

[ダイナミックファブリックネットワーク]
チェックボックス

ネットワークの名前。名前はそのコンテナ内で一意にする

必要があります。

[ネットワーク名]フィールド

ファブリックアカウントを選択します。[ファブリックアカウント]ドロップダウン
リスト

コンテナのネットワーク IPアドレス。[ネットワークIPアドレス]フィールド

ネットワークマスク。[ネットワークマスク]

フィールド
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説明名称

ネットワーク内のデフォルトゲートウェイの IPアドレス。
この IPの NICを GW VM上に作成します。

[ゲートウェイIPアドレス]フィールド

フィールド

ステップ 8 [送信]をクリックします。
次に、アプリケーションコンテナでプロビジョニングされる VMを追加して設定できます。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [追加(+)]アイコンをクリックして VMを追加します。 [仮想マシンにエントリの追加]画面が表示されま
す。次のフィールドに値を入力します。

説明名称

VMの名前。[VM名]フィールド

VMの説明。[説明]フィールド

導入するイメージを選択します。[VMイメージ]ドロップダウン
リスト

ネットワークマスクを選択します。[仮想CPUの数]ドロップダウン
リスト

ネットワーク内のデフォルトゲートウェイの IPアドレスを選択しま
す。

[メモリ]ドロップダウンリスト

VMの CPU予約。[CPU予約(MHz)]フィールド

VMのメモリ予約。[メモリ予約(MB)]フィールド

VMのカスタムディスクサイズ。テンプレートディスクサイズを使
用するには、0の値を指定します。指定したディスクサイズで選択し
たイメージのディスクサイズをオーバーライドします。

[ディスクサイズ(GB)]フィール
ド

エンドユーザとVMのユーザ名およびパスワードを共有するためのオ
プションを選択します。 [パスワードのリセット後に共有]または [共
有テンプレートクレデンシャル]を選択すると、エンドユーザは選択
したテンプレートのユーザ名およびパスワードを指定する必要があり

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

VMネットワークインターフェイス情報を選択します。別のネット
ワークインターフェイスを追加している場合は、ステップ 9に移動し
ます。

[VMネットワークインターフェ
イス]フィールド
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説明名称

作成後にこのコンテナに追加できるインスタンスの最大数を指定しま

す。

[最大量]フィールド

コンテナの作成時にプロビジョニングする VMインスタンス数を指定
します。

[初期数量]フィールド

ステップ 11 [次へ]をクリックします。

ステップ 12 （任意） [追加(+)]アイコンをクリックして新しい（複数の）VMネットワークインターフェイスを追加
します。次のフィールドに値を入力します。

説明名称

VMネットワークインターフェイスの名前。[VMネットワークインターフェ
イス名]フィールド

ネットワークを選択します。[ネットワークの選択]ドロップ
ダウンリスト

ネットワークの IPアドレス。[IPアドレス]フィールド

ステップ 13 [アプリケーションコンテナテンプレート：F5アプリケーションサービス]画面で、次のフィールドを入
力します。

説明名称

アプリケーションサービスの名前。[アプリケーションサービス名]
フィールド

ネットワークを選択します。[テンプレート]フィールド

ネットワークの IPアドレス。[IPアドレス]フィールド

仮想サーバの IPアドレス。[仮想サーバ IP]フィールド

仮想サーバで使用されるポート。[仮想サーバポート]フィールド

FQDN仮想サーバの名前。
各 FQDN名はカンマで区切りま
す。

（注）

[仮想サーバの FQDN名]フィー
ルド
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説明名称

ノードのリストからノードを選択して、[送信]をクリックします。仮
想サーバに関連付けるノードが [ノードリスト]に表示されない場合：

• [+]をクリックして追加します。 [ノードリストへのエントリの追
加]ダイアログボックスが表示されます。

•ノード IPアドレス、ポート、接続制限を指定してから、[送信]を
クリックします。

ノードリスト

ステップ 14 [次へ]をクリックします。

ステップ 15 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナテンプレート：導入ポリシー]画面が表示されま
す。

VMプロビジョニングに必要なコンピューティング、ストレージ、ネットワーク、システムポリシー、コ
ストモデルを選択する必要があります。ポリシーは、新しい VMがアプリケーションコンテナ内でプロ
ビジョニングされる場所と方法を決める一群のルールです（システムリソースの可用性に基づく）。

•ネットワークポリシーは、仮想ファイアウォールの外部インターフェイス（コンテナゲートウェイ）
を導入するためにのみ使用します。

•選択したネットワークポリシーのポートグループはゲートウェイ VMをプロビジョニングするホス
ト上にある必要があります。

•ネットワークポリシーは静的 IPプールまたはDHCPのいずれかを使用できます。ただし、コンテナ
タイプがVSGの場合、ネットワークポリシーは静的 IPプールのみを使用する必要があります。VSG
VMは IPアドレスを入力する必要があります。 VSG VMの導入に DHCPを指定するプロビジョニン
グが現在ありません。

•プロビジョニングされる VM（コンテナゲートウェイ）のネットワークアダプタ設定はテンプレー
トの設定と同様である必要があります。このアプリケーションコンテナで使用されるネットワーク

ポリシーで、[テンプレートからのアダプタのコピー]チェックボックスのチェックマークをオンにす
る場合としない場合があります。

次のフィールドに値を入力します。

説明名称

コンピューティングポリシーを選択します。[コンピューティングポリシー]ドロッ
プダウンリスト

ストレージポリシーを選択します。[ストレージポリシー]ドロップダウン
リスト

ネットワークポリシーを選択します。[ネットワークポリシー]ドロップダウ
ンリスト
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説明名称

システムポリシーを選択します。[システムポリシー]ドロップダウン
リスト

コストモデルを選択します。[コストモデル]ドロップダウンリス
ト

ステップ 16 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：オプション]画面が表示されま
す。

このページで、セルフサービスエンドユーザに特定の権限を有効または無効にするオプションを選択で

きます。

次のフィールドに値を入力します。

説明名称

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービス電源管理が有
効になります。

[VMのセルフサービス電源管理
の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービスサイズ変更が
有効になります。

[VMのセルフサービスサイズ変
更の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、セルフサービス VMスナップショッ
ト管理が有効になります。

[セルフサービスVMスナップ
ショット管理の有効化]チェック
ボックス

チェックマークをオンにすると、セルフサービス VNCベースのコン
ソールアクセスが有効になります。

[VNCベースのコンソールアクセ
スの有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、コンテナのセルフ削除が有効になり

ます。

[コンテナのセルフサービス削除
の有効化]チェックボックス

テクニカルサポート用の電子メールアドレス。コンテナの導入後に

このフィールドに入力した 1つ以上の電子メールアドレスに詳細なテ
クニカル電子メールが送信されます。

[テクニカルサポート用の電子
メールアドレス]フィールド

ステップ 17 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナ：テンプレート：設定ワークフロー]画面が表示
されます。次のフィールドに値を入力します。

説明名称

アプリケーションコンテナを設定するためのワークフローを選択しま

す。

[コンテナ設定ワークフロー]ド
ロップダウンリスト
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ステップ 18 [次へ]をクリックしてアプリケーションコンテナテンプレートの作成を完了し、[サマリー]画面を確認
します。

ロードバランシング基準サマリーエントリが含まれていることを確認しま

す。

（注）

ステップ 19 [送信]をクリックします。

テンプレートを使用したアプリケーションコンテナの作成

アプリケーションコンテナテンプレートを作成した後は、テンプレート管理機能を使用して他の

アプリケーションコンテナを作成することができます。 VSG環境で使用するテンプレートを作
成する場合は、VSG用アプリケーションテンプレートの作成, （38ページ）を参照してくださ
い。

アプリケーションコンテナは、独自のネットワークに固有の VLANを使用する必要がありま
す。（VMware）vCenter上に他のポートグループが存在することはできません。

（注）

ステップ 1 [ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナテンプレート]タブをクリックします。

ステップ 3 テンプレートを選択します。

ステップ 4 [コンテナの作成]をクリックします。

ステップ 5 [テンプレートからのコンテナの作成]ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。

説明名称

コンテナの名前。この名前は一意である必要があります。[コンテナ名]ドロップダウンリ
スト

コンテナのラベル。[コンテナラベル]フィールド

ユーザグループを選択します。[グループ]ドロップダウンリス
ト

テナントを選択します。[テナント]ドロップダウンリス
ト
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ステップ 6 [送信]をクリックします。 [送信結果]ダイアログボックスが表示されます。
必ず、[送信結果]プロンプトに表示されるサービス要求をメモしておいてくださ
い。

（注）

ステップ 7 [OK]をクリックします。
コンテナ作成の進捗状況を確認するには、サービス要求の詳細を表示しま

す。

（注）

ステップ 8 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。
新しいコンテナが [アプリケーションコンテナ]ペインに表示されます。

サービス要求の開始

ロードバランシングがサポートされるのは、フェンスド仮想コンテナのみです。（注）

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービス要求]を選択します。

ステップ 2 [拡張フィルタ]ボタン（インターフェイスの右端）をクリックします。

ステップ 3 [検索]ドロップダウンリストから、[要求タイプ]を選択します。

ステップ 4 [テスト]フィールドに、[拡張]を入力します。

ステップ 5 [Search（検索）]をクリックします。

ステップ 6 [フェンスドコンテナのセットアップ]ワークフローをクリックします。

Citrix Netscaler ロードバランシングについて
Cisco UCS Directorでは、Citrix Netscalerロードバランサを使用するアプリケーションコンテナを
作成できます。ここの例では、ASAvゲートウェイを使用します。全体的なプロセスは次のとお
りです。

•階層型アプリケーションゲートウェイポリシーの作成（ゲートウェイタイプとして ASAv
を定義）

•仮想インフラストラクチャポリシー（上記のゲートウェイポリシーを参照するポリシー）
の作成

•仮想ンフラストラクチャポリシー（上記で作成したポリシーを参照するポリシー）を使用し
てアプリケーションコンテナテンプレートを作成
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•テンプレートからアプリケーションコンテナを作成

アプリケーションコンテナを作成した後は、別のゲートウェイとロードバランサを使用するよう

にコンテナの設定を変更することもできます。
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第 7 章

Cisco Application Policy Infrastructure Controller
サポートの実装

この章は、次の内容で構成されています。

• Cisco UCS Directorおよび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, 63
ページ

• Cisco Application Policy Infrastructure Controller, 64 ページ

• APICアプリケーションコンテナについて, 64 ページ

• アプリケーションプロファイル, 65 ページ

• 仮想インフラストラクチャポリシーの作成 , 72 ページ

• APICアプリケーションコンテナのワークフロータスクについて, 73 ページ

• アプリケーションコンテナテンプレートの作成, 73 ページ

• APICアプリケーションコンテナの作成, 74 ページ

• L4-L7サービスの設定, 76 ページ

• 既存のコンテナへの VMの追加, 79 ページ

Cisco UCS Director および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、仮想化の各階層を単一
のペインで管理できる、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
では、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、および仮想化の各階層をサポートする

ワークフロータスクで、ワークフローオーケストレーションエンジンを使用します。Cisco UCS
Directorはマルチテナント機能をサポートするため、インフラストラクチャをポリシーベースで
共有することができます。
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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、アプリケーションの
要件によってネットワークを定義できます。このアーキテクチャは、アプリケーションの導入サ

イクル全体を簡素化、最適化、加速化します。

Cisco UCS Directorと Cisco ACIを組み合わせることにより、アプリケーションセントリックイン
フラストラクチャのプロビジョニングおよび提供を自動化できます。

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、およびプログラムを行うため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に対して統一された運用モデルを提供し、あらゆるアプ

リケーションをどこからでも展開、管理、モニタリングできるようにします。また、さらに大規

模なクラウドネットワークの中央制御エンジンとなります。 APICは、アプリケーションの要件
とポリシーに基づき、ネットワークのプロビジョニングと制御をプログラムによって自動化しま

す。

オーケストレーション機能を使用すると、1つもしくは複数のワークフローでAPICタスクの設定
と管理を自動化することができます。 APICの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。

APIC アプリケーションコンテナについて
Cisco UCSDirectorでは、Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）をサポートするア
プリケーションコンテナを作成できます。 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、およびプログラミングを行うため
の統合ポイントです。詳細については、『Cisco UCS Director APIC Management Guide』を参照し
てください。 APICアプリケーションコンテナでは、次の操作を行うことができます。

• VMware環境へのネットワーク構築

•ネットワークからの複数の VMのプロビジョニング

•ゲートウェイ（Linux、ASA、ASAvなど）を使用してこれらのネットワークを隔離する手段
の提供

• Cisco Application Centric Infrastructure Controller（APIC）の利用

• VMの他に、ベアメタルアプライアンスをプロビジョニングする機能の提供

APIC アプリケーションコンテナの前提条件
APICアプリケーションコンテナを作成するには、その前に、次の Cisco UCS Directorタスクを正
常に完了する必要があります。これらのタスクに関する詳細については、『Cisco UCS Director
APIC Management Guide』を参照してください。
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• APICアカウントの追加および設定

•提供サービスの追加

•テナントプロファイルの追加

•タグライブラリの追加

•リソースグループの追加

•ファイアウォールポリシーの追加（オプション）

Cisco UCS Director APIC アプリケーションコンテナの制限
Cisco UCS Director APICアプリケーションコンテナには次の制限があります。

•コンテナを作成して使用するには、テナントオンボーディング（NetAppワークフローのみ
を使用）が完了している必要があります。

• UCSブレードサーバのみを vCenterホストに含める必要があります。

•リソースグループは、VMwareホスト、データストア、および DVSwitchを公開する必要が
あります。

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とは、アプリケーションを導入するための仮想マシン（VM）、
ベアメタル、および契約を作成する手順を説明するテンプレートのことです。

APIC アプリケーションプロファイルの作成
アプリケーションプロファイルでは、オンボーディングプロセス中にテナントに割り当てられる

リソースを使用するアプリケーションテンプレートを定義することができます。

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 [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で使用できる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、その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。

特定の設定に応じて、表示されるオプションの設定（必須でない設定）は異なりま

す。

（注）

アプリケーションプロファイルを選択し、[詳細の表示]をクリックすると、次のタブが表示されます:
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説明名称

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が表示されます。

階層

アプリケーションプロファイルの VM名、説明、
選択されているネットワーク、仮想コンピューティ

ングサービスクラス、およびストレージサービス

クラスが表示されます。

VM

アプリケーションプロファイルのサーバ名、説明、

選択されているネットワーク、物理コンピューティ

ングサービスクラス、および物理ストレージサー

ビスクラスが表示されます。

BMS

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ルの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。

説明名称

アプリケーションプロファイルの名前。

いったん追加した名前を変更することはできませ

ん。

[名前]フィールド

アプリケーションプロファイルの説明。[説明]フィールド

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、次のフィールドを入力します。

説明名称

リストから提供サービスを選択します。これは、

リソースの取得元です。

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についての詳細は、

提供サービスの追加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
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説明名称

使用可能なサービスクラスを使用してアプリケー

ションに設定した階層。これらのサービスクラス

は、物理、仮想、またはその両方である場合があり

ます。ネットワークの設定方法の詳細については、

ステップ 7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 [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。

• [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。

• [物理ネットワークサービスクラス]ドロップダウンリスト：物理ネットワークの作成に使用する
サービスクラスを選択します。

• [仮想ネットワークサービスクラス]ドロップダウンリスト：仮想ネットワークのサービスクラスを
選択します。

•

ステップ 8 [送信]をクリックします。

ステップ 9 [アプリケーション]画面で、次の操作を行います。
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
フィールドを入力します。

説明名称

VMの名前。[VM名]フィールド

VMの説明。[説明]フィールド

ネットワークを選択します。[ネットワーク]ドロップダウンリスト

イメージの選択について、次のいずれかを選択し

ます。

•すべてのイメージ

• [イメージタグに基づく選択]：イメージタグ
に基づく選択を選択すると、[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。

[イメージ選択タイプ]ドロップダウンリスト
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説明名称

イメージのリストから VMイメージを選択しま
す。リストの内容は、[イメージ選択タイプ]ド
ロップダウンリストで選択したオプションによっ

て異なります。

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。

（注）

[VMイメージ]ドロップダウンリスト

仮想コンピューティングカテゴリのサービスク

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
プダウンリスト

仮想ストレージカテゴリーのサービスクラスを

選択します。

[仮想ストレージサービスクラス]ドロップダウン
リスト

VMの rootまたは管理者パスワードをエンドユー
ザと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

•共有テンプレートクレデンシャル

パスワードの共有オプションとして [パスワード
リセット後に共有]または [共有テンプレートクレ
デンシャル]を選択した場合、テンプレートが表
示されるので、そのテンプレートの rootログイン
IDおよび rootパスワードを指定します。

[VMパスワード共有オプション]ドロップダウン
リスト

テンプレート用の rootログイン。[テンプレート用のrootログイン]フィールド

rootログインのパスワード。[テンプレート用のrootパスワード]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。

[VMネットワークインターフェイス]フィールド

VMインスタンスの最大数。[最大数量]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さ

れる VMの数。
[初期数量]フィールド

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、次の操作を行います。
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a) [ベアメタル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) [ベアメタル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、
次のフィールドを入力します。

特定の設定に応じて、表示されるオプションの設定（必須でない設定）は異なりま

す。

（注）

説明名称

ベアメタルインスタンスの名前。[インスタンス名]フィールド

ベアメタルインスタンスの説明。[説明]フィールド

ネットワークを選択します。[ネットワーク]ドロップダウンリスト

PXEセットアップ用のベアメタルエージェント
（BMA）を選択します。

[ターゲット BMA]ドロップダウンリスト

ベアメタルイメージを選択します。[ベアメタルイメージ]ドロップダウンリスト

物理コンピューティングカテゴリのサービスク

ラスを選択します。

[物理コンピューティングサービスクラス]ドロッ
プダウンリスト

物理ストレージカテゴリーのサービスクラスを

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
リスト

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。
[ネットワークインターフェイス]フィールド

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 通信プロトコルの詳細を追加するには、[契約]画面で [+]アイコンをクリックします。この画面で、階層
間の通信プロトコルを指定できます。

a) [契約へのエントリの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名称

ルールの名前。このルールは、CiscoUCSDirector
が内部で独自の参照用に使用します。

[ルール名]フィールド

ルールの説明。 APIC上で作成されるルールフィ
ルタ名は、コンテナ名を使用して自動生成されま

す。

[ルールの説明]フィールド

通信用のプロトコルを選択します。[プロトコル]ドロップダウンリスト
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説明名称

送信元から宛先へのトラフィックと宛先から送信

元へのトラフィックに対して同じ契約を適用する

には、このチェックボックスをオンにします。

これは EPGの間で適用されま
す。

（注）

[両方向に適用]チェックボックス

契約ルールを適用する送信元ネットワークを選択

します。

[送信元ネットワークの選択]ドロップダウンリス
ト

契約ルールを適用する宛先ネットワークを選択し

ます。

[宛先ネットワークの選択]ドロップダウンリスト

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

[アクション]ドロップダウンリスト

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。選
択したシステムポリシーが、VMのプロビジョニングプロセスで使用されます。
a) システムポリシーの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) [System Policy Information（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。

説明名称

システムポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

システムポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

VM名に使用するテンプレート。

テンプレートが指定されない場合、エン

ドユーザが入力する名前が VM名とし
て使用されます。

（注）

[VM名のテンプレート]フィールド
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説明名称

エンドユーザにVMの名前またはプレフィックス
の指定を許可するには、チェックボックスをオン

にします。

[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

プロビジョニング後のVMの電源をオンにするに
は、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

ホスト名のテンプレート。[ホスト名のテンプレート]フィールド

Linux VMのタイムゾーンを選択します。[Linuxタイムゾーン]ドロップダウンリスト

DNSドメインの名前。[DNSドメイン]フィールド

DNSに付加されるドメイン名のサフィックスのリ
スト。

[DNSサフィックスリスト]フィールド

DNSサーバのリスト。[DNSサーバリスト]フィールド

VMイメージタイプとして次のいずれかを選択し
ます。

• Windowsおよび Linux

• Linuxのみ

[VMイメージのタイプ]ドロップダウンリスト

VMアノテーションを定義するには、チェックボッ
クスをオンにします。

[VMアノテーションの定義]チェックボックス

ステップ 15 アプリケーションプロファイルが導入されたとき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。複数の電子メールアドレスをカンマで区切って指定できます。

ステップ 16 [送信]をクリックします。
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仮想インフラストラクチャポリシーの作成
この手順では、APICアプリケーションコンテナの仮想インフラストラクチャポリシーを作成し
ます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [仮想インフラストラクチャポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ポリシーを追加]をクリックします。

ステップ 4 [仮想インフラストラクチャポリシー仕様]画面で、次のフィールドを入力します。

説明名称

ポリシーの一意の名前。[ポリシー名]フィールド

仮想インフラストラクチャポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

コンテナタイプの選択。APICコンテナの仮想イン
フラストラクチャポリシーを作成する場合は、

[APIC]を選択します。そうでない場合は、その他
すべてのコンテナに [フェンスド仮想]を選択しま
す。

アプリケーションコンテナポリシーが

[ゲートウェイなし]オプションを使用し
て作成されている場合は、ゲートウェイ

VMはプロビジョニングされません（コ
ンテナタイプに関係なく）。

（注）

[コンテナタイプ]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [次へ]をクリックします。

ステップ 6 [仮想インフラストラクチャポリシー：APIC情報]画面で、次のフィールドを入力します。
アプリケーションコンテナのポリシーが [ゲートウェイなし]オプションを使用して作成されて
いる場合は、ゲートウェイ VMはプロビジョニングされません。

（注）

説明名称

アプリケーションプロファイルを選択します。[アプリケーションプロファイル]ドロップダウン
リスト

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 [仮想インフラストラクチャポリシー：サマリー]画面に現在のコンフィギュレーションが表示されます。

ステップ 9 [送信]をクリックします。
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APIC アプリケーションコンテナのワークフロータスク
について

Cisco UCS Directorには、APICアプリケーションコンテナの構築を支援する、APICアプリケー
ションコンテナのワークフロータスクが含まれています。これらのワークフロータスクは次の

とおりです。

• APICコンテナの L4_L7サービスの設定

• APICコンテナのセットアップ

アプリケーションコンテナテンプレートの作成
APICアプリケーションコンテナを作成するには、その前に、テンプレートを作成する必要があ
ります。

はじめる前に

アプリケーションコンテナポリシーを作成します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナテンプレート]タブをクリックします。

ステップ 3 [テンプレートの追加]をクリックします。 [アプリケーションコンテナのテンプレート]画面が表示されま
す。次のフィールドに値を入力します。

説明名称

新しいテンプレートの名前。[テンプレート名]フィールド

テンプレートの説明。[テンプレートの説明]フィール
ド

ステップ 4 [次へ]をクリックします。

ステップ 5 [アプリケーションコンテナテンプレート：仮想インフラストラクチャポリシーの選択]画面が表示され
ます。次の選択を行います。
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説明名称

APICポリシーを選択します。[仮想インフラストラクチャポリ
シーの選択]ドロップダウンリ
スト

ステップ 6 [次へ]をクリックします。 [アプリケーションコンテナ：オプション]画面が表示されます。

説明名称

チェックマークをオンにすると、セルフサービスのエンド

ユーザが VMの電源を管理できるようになります。
[VMのセルフサービス電源管理の有効化]
チェックボックス

チェックマークをオンにすると、セルフサービスのエンド

ユーザが VMのサイズを変更できるようになります。
[VMのセルフサービスサイズ変更の有効
化]ドロップダウンリスト

チェックマークをオンにすると、セルフサービスのエンド

ユーザが VMスナップショットを作成できるようになりま
す。

[セルフサービスVMスナップショット管理
の有効化]ドロップダウンリスト

チェックマークをオンにすると、セルフサービスのエンド

ユーザが VMを削除できるようになります。
[VMのセルフサービス削除の有効化]ドロッ
プダウンリスト

チェックマークをオンにすると、セルフサービスのエンド

ユーザがコンテナを削除できるようになります。

[コンテナのセルフサービス削除の有効化]
チェックボックス

チェックマークをオンにすると、セルフサービスのエンド

ユーザが VMの電源を管理できるようになります。
[VNCベースのコンソールアクセスの有効
化]チェックボックス

テクニカルサポートの担当者の電子メールアドレスを入力

します。

[テクニカルサポート用の電子メールアド
レス]フィールド

ステップ 7 [次へ]をクリックして、[サマリー]画面を表示します。

ステップ 8 [送信]をクリックしてアプリケーションコンテナテンプレートの作成を完了します。

APIC アプリケーションコンテナの作成
アプリケーションコンテナテンプレートを作成した後は、テンプレート管理機能を使用して他の

アプリケーションコンテナを作成できます。サービス要求を開始すると、アプリケーションコ

ンテナがパブリッシュされます。
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はじめる前に

アプリケーションコンテナテンプレートを作成します。

ステップ 1 [ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナテンプレート]タブをクリックします。

ステップ 3 [APIC]テンプレートを選択します。

ステップ 4 [コンテナの作成]をクリックします。

ステップ 5 [テンプレートからのコンテナの作成]ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。

説明名称

コンテナの名前。この名前は一意である必要があります。[コンテナ名]ドロップダウンリ
スト

コンテナのラベル。[コンテナラベル]フィールド

ユーザグループを選択します。[グループ]ドロップダウンリス
ト

テナントを選択します。[テナント]ドロップダウンリス
ト

ステップ 6 [送信]をクリックします。 [送信結果]ダイアログボックスが表示されます。
必ず、[送信結果]プロンプトに表示されるサービス要求をメモしておいてくださ
い。

（注）

ステップ 7 [OK]をクリックします。
コンテナ作成の進捗状況を確認するには、サービス要求の詳細を表示しま

す。

（注）

ステップ 8 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。
新しいコンテナが [アプリケーションコンテナ]ペインに表示されます。
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サービス要求の開始

ロードバランシングがサポートされるのは、フェンスド仮想コンテナのみです。（注）

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービス要求]を選択します。

ステップ 2 [拡張フィルタ]ボタン（インターフェイスの右端）をクリックします。

ステップ 3 [検索]ドロップダウンリストから、[要求タイプ]を選択します。

ステップ 4 [テスト]フィールドに、[拡張]を入力します。

ステップ 5 [Search（検索）]をクリックします。

ステップ 6 [フェンスドコンテナのセットアップ]ワークフローをクリックします。

L4-L7 サービスの設定
APICアプリケーションコンテナは、L4-L7サービスをサポートします。この手順では、既存の
コンテナ用に L4-L7サービスを設定する方法について説明します。

はじめる前に

APICアプリケーションコンテナを作成します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。

ステップ 3 既存のアプリケーションコンテナを指定します。

ステップ 4 [L4-L7サービスの設定]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [L4-L7仕様]画面で、次のフィールドを入力します。

説明名称

サービスタイプを選択します（デフォルト値はファイアウォールで

す）。 [ファイアウォール]または [ロードバランサ]を選択します。
[サービスタイプ]ドロップダウ
ンリスト

デバイスタイプを選択します（デフォルト値は仮想です）。[デバイスタイプ]フィールド

ステップ 6 [次へ]をクリックします。 [ファイアウォール設定]画面が表示されます。
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ステップ 7 ファイアウォールを選択した場合は、[APICコンテナ：ファイアウォール設定]画面で次のフィールドを
入力します。ロードバランサを選択した場合は、次のステップに進みます。

説明名称

OVFファイルを選択します。[ASAv OVF]ドロップダウンリ
スト

管理ポートグループを選択します。[管理ポートグループ]ドロップ
ダウンリスト

ファイアウォールの仮想 IPアドレス。[ファイアウォールの仮想 IP]
フィールド

ファイアウォールのサブネットマスク。[ファイアウォールサブネット
マスク]フィールド

ファイアウォールゲートウェイの IPアドレス。[ファイアウォールゲートウェイ]
フィールド

ファイアウォールのユーザ名。[ユーザ名]フィールド

ファイアウォールにアクセスするためのパスワード。[パスワード]フィールド

ディスク形式を選択します。[ディスク形式]ドロップダウン
リスト

ステップ 8 [APICコンテナ：ロードバランサ設定]画面で、次の情報を入力します。

説明名称

OVFファイルを選択します。[ロードバランサ IP]ドロップダウ
ンリスト

管理ポートグループを選択します。デフォルトのポート番号は 80
です。

[ポート]フィールド

ロードバランサのユーザ名。[ユーザ名]フィールド

ロードバランサのパスワード。[パスワード]フィールド

VCenterの名前。[VCenter名]フィールド

Netscaler VMの名前。[VM名]フィールド
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説明名称

[ドメイン]を選択します。ドメインの横のチェックボックスをオン
にしてから、[選択]を選択します。

[ドメイン名]ドロップダウンリス
ト

[機能プロファイル]を選択します。アカウントの横のチェックボッ
クスをオンにしてから、[選択]を選択します。

[機能プロファイル]ドロップダウン
リスト

ロードバランサの外部 IPアドレス。[外部 IP]フィールド

ロードバランサの外部サブネットマスク。[外部サブネットマスク]フィール
ド

ファイアウォールの仮想 IPアドレス。[内部 IP]フィールド

内部サブネットマスク。[内部サブネットマスク]フィール
ド

Web Services1に関連付けられている IPアドレス。[Web Services1 IP]フィールド

Web Services2に関連付けられている IPアドレス。[Web Services2 IP]フィールド

APICの具体的なデバイスへのマッピングに使用する内部インター
フェイスの名前。

[内部インターフェイス名]フィール
ド

APICの具体的なデバイスへのマッピングに使用する外部インター
フェイスの名前。

[外部インターフェイス名]フィール
ド

ステップ 9 [次へ]をクリックします。

ステップ 10 [APICコンテナ：ネットワークの選択]画面で、次の情報を入力します。

説明名称

プライマリネットワークを選択します。[ネットワーク1]ドロップダウン
リスト

セカンダリネットワークを選択します。[ネットワーク2]ドロップダウン
リスト

フィルタを選択します。[フィルタ]ドロップダウンリス
ト

デバイスパッケージを選択します。[デバイスパッケージ]ドロップ
ダウンリスト
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ステップ 11 [送信]をクリックします。

既存のコンテナへの VM の追加
はじめる前に

既存のアプリケーションコンテナを作成して導入します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 アプリケーションコンテナを選択します。

ステップ 3 [VMの追加]をクリックします。

ステップ 4 VMを選択します。

ステップ 5 他の仮想マシンを追加するには、[鉛筆]ボタンをクリックします。

ステップ 6 [追加 VM]フィールドに追加する VMの番号を入力します。

ステップ 7 [送信]をクリックします。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ステップ 9 [送信]をクリックします。
サービス要求が生成されます。成功すると、選択したコンテナに他の仮想マシンが追加されます。
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