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

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

表記法
テキストのタイプ

用途

GUI 要素

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

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

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

システム出力

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

CLI コマンド

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

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

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

[x | y | z]

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

string

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

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

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

!、#

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

（注）

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

ヒント

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

注意

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

ワンポイント アドバイス

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

警告

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

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

（注）

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

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

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。このドキュ
メントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html から入手できます。
『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を、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
ンテンツをデスクトップに配信することもできます。 RSS フィードは無料のサービスです。
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章

このリリースの新規情報および変更情報
• 新機能および変更情報, 1 ページ

新機能および変更情報
次の表に、最新リリースに関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。 この表は、こ
のマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものではありませ
ん。
表 1：Cisco UCS Director リリース 5.3 の新機能と動作変更

機能

新着情報

参照先

機能プロファイル グループ

テナントの機能プロファイル グループを表 APIC レポートの表示, （8 ページ）
示するためにプロビジョニングします。

デバイス クラスタ

デバイスのクラスタ状態および論理インター APIC レポートの表示, （8 ページ）
フェイスを表示するためにプロビジョニン
グします。

レイヤ 2 ドメイン

APIC アカウント内のレイヤ 2 ドメインのリ APIC レポートの表示, （8 ページ）
ストを表示するためにプロビジョニングし
ます。

レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス デ サービス機能のリストとレイヤ 4 ～レイヤ APIC レポートの表示, （8 ページ）
バイス タイプ
7 のサービス機能コネクタの詳細を表示する
ためにプロビジョニングします。
EPG と契約の関連付け

EPG との契約アソシエーションの詳細を表
示するためにプロビジョニングします。

APIC レポートの表示, （8 ページ）

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
1

このリリースの新規情報および変更情報
新機能および変更情報

機能

新着情報

参照先

レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポ レイヤ 4 ～レイヤ 7 のサービス ポリシーを レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリ
リシー
追加および管理するためにプロビジョニン シー, （72 ページ）
グします。
テナント オンボーディング ワー テナント オンボーディング ワークフローの APIC テナントのオンボーディング, （
クフロー
名前を次のように変更しました：
101 ページ）
• テナント オンボーディング - VNX
• MSP によるテナント オンボーディング
• NetApp テナント オンボーディング（旧
版）
テナントオンボーディングに次の新しいオー
ケストレーション ワークフローを提供しま
した：
• 更新テナント - データストア クラスタ
作成 - VNX
• 更新テナント - VNX
• Create_Multiple_Export_Rules
• FlexPod ACI - テナント インフラストラ
クチャ設定
• FlexPod ACI - ゲスト接続された ISCSI
用のテナント インフラストラクチャ サ
ポートの有効化
• FlexPod ACI - VM アプリケーションの
一貫性のあるスナップショットへの接
続の有効化
• UCSM でのブレードの予約
• テナント オンボーディング - L2 アウト
• テナント オンボーディング - L3 アウト
使用例：VNXテナントオンボー VNX テナント オンボーディング ワークフ
ディング
ローの使用例を提供しました。
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使用例：VNX テナント オンボーディ
ング , （103 ページ）
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章

概要
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS Director 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, 3
ページ
• Cisco Application Policy Infrastructure Controller, 3 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、および仮想化の各階層
に対し単一のインターフェイスから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。
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、シスコ アプリケーション セントリッ
ク インフラストラクチャ（ACI）の自動化、管理、モニタリング、およびプログラム可能性の統
合ポイントです。 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、
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概要
Cisco Application Policy Infrastructure Controller

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、ユーザ定義のアプリケーション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して、ワークフローの APIC 構成と管理タスクを自動化するこ
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。
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章

APIC アカウントの設定
この章は、次の内容で構成されています。
• APIC アカウントの追加, 5 ページ
• APIC レポートの表示, 8 ページ
• ポッドへの APIC アカウントの割り当て, 27 ページ
• APIC フェイルオーバーの処理, 28 ページ

APIC アカウントの追加
（注）

Cisco APIC アカウントは特定のポッドに関連付けられません。

（注）

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

（注）

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

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[マルチドメイン マネージャ（Multi-Domain Managers）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

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

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

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

説明

[アカウントタイプ（Account Type）] フィールド

アカウント タイプが表示されます。

[アカウント名（Account Name）] フィールド

マルチドメイン アカウント名。

[説明（Description）] フィールド

マルチドメインの説明。

[ポッド（Pod）] フィールド

APIC アカウントを追加するポッドを選択します。

[サーバ IP（Server IP）] フィールド

APIC サーバの IP アドレス。

[ユーザ クレデンシャル ポリシー（User Credential
Policy）] チェックボックス

ポリシーを使用してアカウントにクレデンシャルを
割り当てる場合に、このチェックボックスをオンに
します。

[クレデンシャル ポリシー（Credential Policy）] ド
ロップダウン リスト

このフィールドは、[ユーザ クレデンシャル ポリ
シー（User Credential Policy）] チェックボックスが
オンになっている場合にのみ表示されます。 クレ
デンシャル ポリシーを選択します。
（注）
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SSH または Telnet プロトコルを使用して
デバイスに接続することはできません。
SSH または Telnet プロトコルが選択され
たデバイス クレデンシャル ポリシー内で
指定されている場合は、クレデンシャル
ポリシーで定義されたプロトコルをチェッ
クするように促されます。

APIC アカウントの設定
APIC アカウントの追加

名称

説明

[ユーザ名（Username）] フィールド

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

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

[パスワード（Password）] フィールド

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

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

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

[ポート（Port）] フィールド

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

[連絡先（Contact）] フィールド

このアカウントを使用する管理者または個人の電子
メール アドレス。

[ロケーション（Location）] フィールド

アカウントと関連付けられたデバイスの場所。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

新しく作成したアカウントを選択します。

ステップ 9

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

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

ステップ 1

メニュー バーで、[物理（Physical）] > [ネットワーク（Network）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、[マルチドメイン マネージャ（Multi-Domain Managers）] をクリックします。

ステップ 3

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

ステップ 4

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

説明

[要約（Summary）] タブ

APIC コントローラのシステム概要と要約を表示し
ます。
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名称

説明

[ファブリック ノード（Fabric Nodes）] タブ
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名称

説明
ノード名、モデル、ベンダー、ロール、シリアル、
ステータス付きノード ID などの詳細を含むファブ
リック ノードのリストを表示します。
ファブリック ノードの詳細情報を表示するには、
ファブリックノードを選択して、[詳細の表示（View
Details）] をクリックします。 次のタブが表示され
ます。
• [ファブリック シャーシ（Fabric Chassis）]：
ファブリックシャーシのファブリック名、ID、
モデル、ベンダー、シリアル、リビジョン、
および動作ステータスを表示します。
• [ファン スロット（Fan Slots）]：ファン スロッ
トのファブリック名、スロット ID、タイプ、
動作ステータス、および挿入されたカードの
詳細を表示します。
• [物理インターフェイス（Physical Interfaces）]：
速度、モード、CFG アクセス VLAN、CFG ネ
イティブ VLAN、バンドル インデックス、操
作デュプレックス モード、操作ポート状態、
および現在の動作状態の理由を含むインター
フェイス詳細を表示します。 ポートの動作状
態は次のいずれかになります：不明、ダウン、
リンクアップ、アップ。
• [ファブリック ルーテッド VLAN インターフェ
イス（Fabric Routed Vlan Interfaces）]：ファブ
リック ルーテッド VLAN インターフェイスの
ステータスと現在の動作ステータスの理由を
表示します。
• [ファブリック カプセル化ルーテッド インター
フェイス（Fabric Encapsulated Routed
Interfaces）]：ファブリック カプセル化ルー
テッド インターフェイスのリストを表示しま
す。
• [ファブリック ルーテッド ループバック イン
ターフェイス（Fabric Routed Loopback
Interfaces）]：ファブリック ルーテッド ループ
バック インターフェイスのリストを表示しま
す。
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名称

説明
• [ファブリック管理インターフェイス（Fabric
Management Interfaces）]：ファブリック管理イ
ンターフェイスのリストを表示します。
• [トンネル インターフェイス（Tunnel
Interfaces）]：トンネル インターフェイスのイ
ンターフェイス、動作状態、現在の動作状態
の理由、トンネル レイヤ、トンネル タイプ、
およびタイプを表示します。

[システム（System）] タブ

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

[ファブリック メンバーシップ（Fabric
Memberships）] タブ

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

[物理ドメイン（Physical Domains）] タブ

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

[テナントの健全性（Tenants Health）] タブ

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

説明

[ノードの健全性（Nodes Health）] タブ

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

[アクセス エンティティ プロファイル（Access Entity アクセス エンティティ プロファイルの名前と説明
Profile）] タブ
を表示します。
アクセス エンティティ プロファイルの詳細を表示
するには、エンティティプロファイルを選択して、
[詳細の表示（View Details）] をクリックします。
次のタブが表示されます。
• [ポリシー グループ（Policy Groups）]：エン
ティティ プロファイルのポリシー グループを
表示します。
• [インターフェイスに関連付けられたドメイン
（Domain Associated To Interfaces）]：インター
フェイスに関連付けられたドメインのリスト
を表示します。
[リンク レベル ポリシー（Link Level Policy）] タブ リンクレベルポリシーの名前、自動ネゴシエーショ
ン、速度、リンク デバウンス間隔、および説明を
表示します。

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
12

APIC アカウントの設定
APIC レポートの表示

名称

説明

[VLAN プール（VLAN Pool）] タブ

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

[CDP インターフェイス ポリシー（CDP Interface
Policy）] タブ

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

[LLDP インターフェイス ポリシー] タブ

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

[リーフ ポリシー グループ（Leaf Policy Group）] タ リーフ ポリシー グループの名前と説明を表示しま
ブ
す。
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名称
[テナント（Tenant(s)）] タブ

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
14

説明

APIC アカウントの設定
APIC レポートの表示

名称

説明
APIC サーバ内のテナントを表示します。 テナント
を追加するには、[追加（Add）]をクリックします。
テナントの詳細を表示するには、テナントを選択し
て、[詳細の表示（View Details）] をクリックしま
す。 次のタブが表示されます。
• [概要（Summary）]：テナントの概要を表示し
ます。
• [アプリケーション プロファイル（Application
Profile）]：テナント アプリケーション プロ
ファイルの名前、テナント、説明、およびQoS
クラスを表示します。 テナント アプリケー
ション プロファイルを追加するには、[追加
（Add）] をクリックします。 アプリケーショ
ン プロファイルを選択し、[詳細の表示（View
Details）] をクリックすると、アプリケーショ
ン プロファイルの EPG が表示されます。 EPG
を選択し、[詳細の表示（View Details）] をク
リックすると、EPG の指定されたコントラク
ト、使用されたコントラクト、レイヤ 4 ～レ
イヤ 7 EPG パラメータ、静的ノード、ドメイ
ン、静的パス、およびサブネットが表示され
ます。
• [導入済みサービスグラフ（Deployed Service
Graph）]：テナントに導入されるサービス グ
ラフのリストが表示されます。 サービス グラ
フを選択し、[詳細の表示（View Details）] を
クリックすると、レイヤ 4 ～レイヤ 7 の導入
済みサービス グラフ パラメータが表示されま
す。
• [フィルタ（Filters）]：フィルタのテナント、
名前、および説明を表示します。 テナント
フィルタ ルールを表示するには、フィルタを
選択して、[詳細の表示（View Details）] をク
リックします。
• [外部ブリッジ ネットワーク（External Bridge
Network）]：外部ブリッジ ネットワークのテ
ナント、名前、および説明を表示します。ネッ
トワークを選択して、[詳細の表示（View
Details）] をクリックすると、次のタブが表示
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名称

説明
されます。
◦ [外部ネットワーク（External Network）]：
外部ネットワークを選択して、[詳細の表
示（View Details）] をクリックすると、
指定されたコントラクトと消費されたコ
ントラクトの詳細が表示されます。
◦ [ノード プロファイル（Node Profile）]：
ノード プロファイルを選択して、[詳細の
表示（View Details）] をクリックすると、
インターフェイス プロファイルの詳細が
表示されます。
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名称

説明
• [外部ルーテッドネットワーク（External Routed
Networks）]：外部ルーテッド ネットワークの
テナント、名前、および説明を表示します。
ネットワークを選択して、[詳細の表示（View
Details）] をクリックすると、次のタブが表示
されます。
◦ [ルート プロファイル（Route Profile）]：
ルート プロファイルを選択して、[詳細の
表示（View Details）] をクリックすると、
コンテキストの詳細が表示されます。
◦ [論理ノードプロファイル（Logical Node
Profile）]：論理ノード プロファイルを選
択し、[詳細の表示（View Details）] をク
リックすると、次のタブが表示されます。
• [論理ノード（Logical Nodes）] タブ：
論理ノードを表示します。 [追加
（Add）] をクリックして、外部ルー
テッド ネットワークの論理ノード プ
ロファイルに論理ノードを追加しま
す。 論理ノードを選択し、[詳細の
表示（View Details）] をクリックす
ると、論理ノードへの静的ルートが
表示されます。
• [論理インターフェイスプロファイル
（Logical Interface Profile）] タブ：論
理インターフェイス プロファイルを
選択し、[詳細の表示（View
Details）] をクリックすると、論理イ
ンターフェイスと論理 OSPF イン
ターフェイスが表示されます。 [論
理OSPFインターフェイス（Logical
OSPF Interface）] タブで [追加
（Add）] をクリックして、OSPF プ
ロファイル データでインターフェイ
ス プロファイルを作成します。
• [BGPピア接続（BGP Peer Connectivity
）] タブ：論理ノード プロファイル
の BGP ピア接続を表示します。 [追
加（Add）] をクリックして、BGP ピ
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名称

説明
ア接続をノード プロファイルに追加
します。
◦ [外部ネットワーク（External Network）]：
外部ネットワークを選択して、[詳細の表
示（View Details）] をクリックすると、
サブネット、指定されたコントラクト、
および消費されたコントラクトの詳細が
表示されます。
• [ブリッジ ドメイン（Bridge Domains）]：テナ
ント、名前、説明、セグメント ID、ユニキャ
スト トラフィック、ARP フラッディング、マ
ルチキャスト IP アドレス、カスタマー MAC
アドレス、ユニキャスト ルート、およびレイ
ヤ 2 の不明なユニキャスト値を表示します。
ブリッジ ドメインの詳細を表示するには、ブ
リッジ ドメインを選択して、[詳細の表示
（View Details）] をクリックします。 次のタ
ブが表示されます。
• [DHCP リレー ラベル（DHCP Relay
Label）]：DHCP リレーのテナント、名
前、説明、および範囲を表示します。
• [サブネット（Subnet）]：テナントのテナ
ント、ブリッジ ドメイン、説明、サブ
ネット制御、およびゲートウェイ アドレ
スを表示します。
• [プライベート ネットワーク（Private
Networks）]：プライベート ネットワークのテ
ナント名、名前、説明、ポリシー制御、およ
びセグメントを表示します。 プライベート
ネットワークを追加するには、[追加（Add）]
をクリックします。
• [BGPタイマー（BGP Timers）]：ボーダー ゲー
トウェイ プロトコル（BGP）タイマーのテナ
ント、名前、グレースフル リスタート制御、
ホールド間隔、キープアライブ間隔、および
期限切れ間隔を表示します。
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名称

説明
• [コントラクト（Contracts）]：コントラクトの
テナント、名前、説明、タイプ、QoS、および
範囲を表示します。
コントラクトの詳細を表示するには、コント
ラクトを選択して、[詳細の表示（View
Details）] をクリックします。 次のタブが表示
されます。
• [コントラクト対象（Contract Subject）]：
コントラクト対象を選択して、[詳細の表
示（View Details）] をクリックすると、
フィルタ チェーン、コンシューマからプ
ロバイダー方向のフィルタ チェーン、プ
ロバイダーからコンシューマ方向のフィ
ルタ チェーン、指定されたラベル、およ
び消費されたラベルが表示されます。 各
タブに、フィルタ、イン ターム フィル
タ、アウト ターム フィルタ、指定ラベ
ル、および消費ラベルをコントラクト対
象に追加するための [追加（Add）] オプ
ションがあります。
• [エクスポートされたテナント（Exported
Tenants）]：エクスポートされたテナント
のコントラクトを表示します。
• [禁止コントラクト（Taboo Contracts）]：禁止
コントラクトのテナント、名前、説明、およ
び範囲を表示します。
• [リレー ポリシー（Relay Policy）]：リレー ポ
リシーのリストを表示します。
• [オプション ポリシー（Option Policy）]：オプ
ション ポリシーのリストを表示します。
• [エンド ポイント保持（End Point Retention）]：
テナントのテナント、名前、説明、ホールド
間隔、バウンス トリガー、バウンス エントリ
経過期間、ローカルエンドポイント経過期間、
リモート エンドポイント経過期間、および移
動頻度を表示します。
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名称

説明
• [OSPF インターフェイス（OSPF Interface）]：
Open Shortest Path First（OSPF）インターフェ
イスのテナント、名前、説明、ネットワーク
タイプ、プライオリティ、インターフェイス
のコスト、インターフェイス制御、hello間隔、
dead 間隔、再送間隔、および送信遅延を表示
します。 [作成（Create）] をクリックして、
OSPF インターフェイス ポリシーを作成しま
す。
• [OSPF タイマー（OSPF Timers）]：OSPF タイ
マーの詳細を表示します。
• [IGMP スヌープ（IGMP Snoop）]：IGMP ス
ヌープの詳細を表示します。
• [カスタム QOS（Custom QOS）]：カスタム QoS
の詳細を表示します。
• [アクションルールプロファイル（Action Rule
Profile）]：テナントのアクション ルール プロ
ファイルを表示します。 [作成（Create）] をク
リックして、アクション ルール プロファイル
を作成します。 [アクションルールプロファイ
ルの作成（Create Action Rule Profile）] ダイア
ログボックスで、アクション ルール プロファ
イルの名前と説明を入力します。 ルート タグ
に基づいてアクション ルールを設定する場合
は、[ルートタグに基づいてルールを設定（Set
Rule Based On Route Tag）] チェックボックス
をオンにします。
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APIC レポートの表示

名称

説明
• [L4-L7 サービス グラフ（L4-L7 Service
Graph）]：レイヤ 4 ～ 7 のサービス グラフの
詳細を表示します。 サービス グラフを選択し
て、[詳細の表示（View Details）] をクリック
すると、次のタブが表示されます。
• [コンシューマEPG（Consumer EPG）]：
テナント内でコンシューマとラベル付け
される EPG のリストを表示します。 EPG
がコントラクトを消費すると、消費する
EPG のエンドポイントが、そのコントラ
クトを提供している EPG の任意のエンド
ポイントとの通信を開始する場合があり
ます。
• [プロバイダーEPG（Provider EPG）]：テ
ナント内でプロバイダーとラベル付けさ
れる EPG のリストを表示します。 EPG
がコントラクトを提供すると、通信が提
供されたコントラクトに準拠している限
り、その EPG との通信は他の EPG から
開始できます。
• [ノード（Nodes）]：テナントのノードの
リストを表示します。 ノードを選択し、
[詳細の表示（View Details）] をクリック
すると、そのノードのノード機能とコネ
クタが表示されます。 ノード機能を選択
し、[詳細の表示（View Details）] をク
リックすると、レイヤ 4 ～レイヤ 7 の機
能ノード パラメータが表示されます。
• [接続（Connections）]：テナント内の接続
のリストを表示します。 接続を選択し、
[詳細の表示（View Details）] をクリック
すると、テナント内の接続端末が表示さ
れます。
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名称

説明
• [機能プロファイルグループ（Function Profile
Group）]：テナントの機能プロファイル グルー
プを表示します。 機能プロファイル グループ
を選択し、[詳細の表示（View Details）] をク
リックすると、グループの機能プロファイル
が表示されます。 機能プロファイルを追加す
るには、[追加（Add）] をクリックします。 機
能プロファイルの詳細を表示するには、機能
プロファイルを選択し、[詳細の表示（View
Details）] をクリックします。 次のタブが表示
されます。
• [機能プロファイルパラメータ（Function
Profile Parameter）]：機能プロファイル パ
ラメータを表示します。 [機能プロファイ
ルパラメータ（Function Profile
Parameter）] タブで、ACL やインターフェ
イスを追加したり、ブリッジ グループ イ
ンターフェイスを機能プロファイルに追
加したり、ネットワーク オブジェクトを
機能プロファイルに追加したりできます。
機能プロファイル パラメータを選択し、
[詳細の表示（View Details）] をクリック
すると、機能プロファイル パラメータの
設定と機能プロファイル パラメータのレ
ベル 1 フォルダが表示されます。
• [L4-L7機能プロファイルパラメータ
（L4-L7 Function Profile Parameters）]：レ
イヤ 4 ～レイヤ 7 の機能プロファイル パ
ラメータのリストを表示します。
• [機能プロファイル関数パラメータ
（Function Profile Function Parameter）]：
機能プロファイル関数パラメータのリス
トを表示します。 [詳細の表示（View
Details）] をクリックすると、機能プロ
ファイル関数パラメータ Rel の詳細が表
示されます。
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APIC レポートの表示

名称

説明
• [デバイスクラスタ（Device Clusters）]：デバ
イス クラスタの詳細を表示します。 デバイス
クラスタの詳細を表示するには、デバイス ク
ラスタを選択し、[詳細の表示（View Details）]
をクリックします。次のタブが表示されます。
• [デバイスクラスタの状態（Device Cluster
State）]：デバイスのクラスタ名、デバイ
ス状態、および設定されたステータスを
表示します。
• [具象デバイス（Concrete Device）]：具象
デバイスのリストを表示します。 実体デ
バイスを選択して、[詳細の表示（View
Details）] をクリックすると、実体イン
ターフェイスへの仮想ネットワーク イン
ターフェイス カード（vNIC）と実体イン
ターフェイスへのパスが表示されます。
• [論理インターフェイス（Logical
Interface）]：デバイス クラスタ内の論理
インターフェイスのリストを表示します。
論理インターフェイスを選択し、[詳細の
表示（View Details）] をクリックすると、
論理インターフェイスの詳細が表示され
ます。
• [導入済みデバイスクラスタ（Deployed Device
Cluster）]：テナントに導入されたデバイス ク
ラスタを表示します。
• [論理デバイス コンテキスト（Logical Device
Context）]：論理デバイス コンテキストの詳細
を表示します。 論理デバイス コンテキストを
選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリッ
クすると、論理インターフェイス コンテキス
トが表示されます。
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名称

説明

L3 ドメイン

APIC アカウント内のレイヤ 3 ドメインのリストを
表示します。 レイヤ 3 ドメインを作成するには、
[作成（Create）] をクリックします。
[L3ドメインの作成（Create L3 Domain）] 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。
• [L3ドメイン（L3 Domain）] フィールド：レイ
ヤ 3 ドメインの名前。
• [関連付けられた接続可能エンティティプロファ
イル（Associated Attachable Entity Profile）]
フィールド：[選択（Select）] をクリックし、
レイヤ 3 ドメインに関連付ける必要のある接
続可能なアクセス エントリ プロファイルを選
択します。
• [VLANプール（VLAN Pool）] フィールド：[選
択（Select）] をクリックし、VLAN プールを
選択します。

L2 ドメイン

APIC アカウント内のレイヤ 2 ドメインのリストを
表示します。 レイヤ 2 ドメインを作成するには、
[作成（Create）] をクリックします。
[L2ドメインの作成（Create L2 Domain）] 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。
• [L2ドメイン（L2 Domain）] フィールド：レイ
ヤ 2 ドメインの名前。
• [関連付けられた接続可能エンティティプロファ
イル（Associated Attachable Entity Profile）]
フィールド：[選択（Select）] をクリックし、
レイヤ 2 ドメインに関連付ける必要のある接
続可能なアクセス エントリ プロファイルを選
択します。
• [VLANプール（VLAN Pool）] フィールド：[選
択（Select）] をクリックし、VLAN プールを
選択します。
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名称

説明

[VM ネットワーキング（VM Networking）] タブ

仮想マシン（VM）ネットワークとベンダーの詳細
を表示します。
VM ネットワークの詳細を表示するには、VM を選
択して、[詳細の表示（View Details）] をクリックし
ます。 次のタブが表示されます。
• [VMwareドメイン（VMware Domains）]：
VMware ドメインとベンダーの詳細のリストを
表示します。 VMware ドメインを選択し、[詳
細の表示（View Details）] をクリックすると、
VMware ドメイン コントローラ、vCenter クレ
デンシャル、および vCenter/vShield が表示さ
れます。 VMware ドメイン コントローラを選
択し、[詳細の表示（View Details）] をクリッ
クすると、分散型仮想スイッチ（DVS）、ハ
イパーバイザ、および仮想マシンが表示され
ます。 DVS を選択し、[詳細の表示（View
Details）] をクリックすると、DVS ポート グ
ループが表示されます。
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名称

説明

[L4-L7 サービス デバイス タイプ（L4-L7 Service
Device Types）] タブ

モデル、ベンダー、バージョン、および機能を含む
レイヤ 4 ～ 7 のサービス デバイス タイプを表示し
ます。
レイヤ 4 ～ 7 のサービス デバイス タイプの詳細を
表示するには、レイヤ 4 ～ 7 のサービス デバイス
タイプを選択して、[詳細の表示（View Details）] を
クリックします。 次のタブが表示されます。
• [L4-L7サービスデバイスプロパティ（L4-L7
Service Device Properties）]：レイヤ 4 ～レイヤ
7 のサービス デバイス タイプのベンダー、パッ
ケージ名、パッケージ バージョン、およびロ
ギング レベルを表示します。
• [L4-L7 サービス デバイス インターフェイス ラ
ベル（L4-L7 Service Device Interface Labels）]：
インターフェイス ラベルのリストを表示しま
す。
• [L4-L7 サービス機能（L4-L7 Service
Functions）]：サービス機能のリストを表示し
ます。 サービス機能を選択し、[詳細の表示
（View Details）] をクリックすると、レイヤ 4
～レイヤ 7 のサービス機能コネクタの詳細が
表示されます。

[ファブリック ノード トポロジ（Fabric Nodes
Topology）] タブ

ファブリック ノードのトポロジの詳細を表示しま
す。

[L2 ネイバー（L2 Neighbors）] タブ

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

[展開されたサービス グラフ（Deployed Service
Graph）] タブ

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

EPG と契約の関連付け

EPG との契約アソシエーションの詳細を表示しま
す。
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ポッドへの APIC アカウントの割り当て

名称

説明

[アクセスポートポリシーグループ（Access Port
Policy Groups）] タブ

APIC サーバ内のアカウントのアクセス ポート ポリ
シー グループ名、リンク レベル ポリシー、Cisco
Discovery Protocol（CDP）ポリシー、Link
Aggregation Control Protocol（LACP）ポリシー、Link
Layer Discovery Protocol（LLDP）、リンク アグリ
ゲーション タイプ、および接続可能エンティティ
プロファイルを表示します。

[ファブリック インターフェイス プロファイル
（Fabric Interface Profiles）] タブ

APIC サーバのファブリック インターフェイス プロ
ファイルを表示します。

[ファブリック スイッチ プロファイル（Fabric Switch APIC サーバのファブリック スイッチ プロファイル
Profiles）] タブ
を表示します。

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

ステップ 1

メニュー バーで、[物理（Physical）] > [ネットワーク（Network）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、[マルチドメイン マネージャ（Multi-Domain Managers）] をクリックします。

ステップ 3

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

ステップ 4

右側のペインで、ポッドに割り当てる APIC アカウントを選択します。

ステップ 5

[ポッドへの割り当て（Assign to Pod）] をクリックします。
[ポッドへの割り当て（Assign to Pod）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

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

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
APIC アカウントが統合 UI に表示されます。
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APIC フェイルオーバーの処理
1 つの APIC アカウントに複数のコントローラを追加できます。 高可用性を保証するためには、
少なくとも 3 つの APIC が必要です。 APIC デバイスの管理に使用されていたコントローラの IP
アドレスがダウンしたり 45 秒間到達不能な場合、Cisco UCS Director は到達可能なコントローラ
の IP アドレスのいずれかを使用して APIC デバイスとデータをやり取りしようとします。
複数の ACI ファブリックがあり、それぞれのファブリックに複数のコントローラが付属している
場合、ACI ファブリックのコントローラのいずれかが APIC デバイスを管理するために使用され
ます。 コントローラがダウンしたり 45 秒間到達不能な場合、Cisco UCS Director は ACI ファブ
リック内の次に到達可能なコントローラを使用します。 ACI ファブリック内のすべてのコント
ローラが到達不能の場合、Cisco UCS Director は別の ACI ファブリックのコントローラへの到達を
試みます。
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章

リソース グループの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• リソース グループについて, 29 ページ
• テナント, 30 ページ
• 提供サービス, 30 ページ
• リソース グループ, 38 ページ
• テナント プロファイル, 55 ページ
• APIC ファイアウォール ポリシー, 61 ページ
• APIC ネットワーク ポリシー, 68 ページ
• ASAv VM 導入ポリシー, 71 ページ
• レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシー, 72 ページ
• アプリケーション プロファイル, 76 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、リソース グループに物理アカウントまた
は仮想アカウントを一度に 1 つずつ追加できます。 また、リソース グループにポッドを追加し
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テナント

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, （
52 ページ）を参照してください。
アカウントをリソースグループに追加すると、デフォルトでそのリソースグループは、そのアカ
ウントのオブジェクトのすべてのキャパシティと機能を、リソースグループエンティティのキャ
パシティおよび機能として通知します。 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（Shared）]：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（Dedicated）]：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。

テナント
Cisco UCS Director でオンボードされたテナントのリストを表示するには、[ポリシー（Policies）]
> [リソースグループ（Resource Group）] の順に選択します。

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
サービスクラスのリソースタグを定義する際にタグがリストされるようにするには、タグがタグ
ライブラリに作成されていて、対応するオブジェクトに関連付けられていることを確認する必要
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があります。 タグを作成する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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[提供サービス（Service Offering）] タブをクリックします。
Cisco UCS Director で使用できる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（View）] をクリックすると、そのサービスの名前、説明、およびサー
ビス クラスを表示できます。
• 提供サービスを選択して、[詳細の表示（View Details）] 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。
• サービス クラスを選択して、[詳細の表示（View Details）] 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（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[提供サービスの追加（Add Service Offering）] ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。
名称

説明

[名前（Name）] フィールド

提供サービスの名前。

[説明（Description）] フィールド

提供サービスの説明。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

提供サービスが提供しなければならないサービス クラスを定義するには、[サービス クラス（Service
Class）] 画面で [+] アイコンをクリックします。

ステップ 7

[サービス クラスへのエントリの追加（Add Entry to Service Class）] ダイアログボックスで、次のフィール
ドを入力します。
名称

説明

[名前（Name）] フィールド

サービス クラスの名前。

[説明（Description）] フィールド

サービス クラスの説明。

[テナントのリソース割り当てのタイプ（Resource
Allocation type for Tenant）] ドロップダウン リスト

テナントのリソース割り当て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。
• 専用：テナントごとに専用リソースを確保し
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

[アプリケーションのリソース割り当てのタイプ
アプリケーションのリソース割り当てのタイプを選
（Resource Allocation type for Application）] ドロップ 択します。
ダウン リスト
この属性の種類は次のとおりです。
• 専用：アプリケーションごとに専用リソース
を確保します。
• 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 タイプ（Resource Type）] ドロップダウ
ン リスト

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 タグ（Resource Tag）] テーブル

リソース エンティティのタグを表示するテーブル
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

[リソース機能（Resource Capability）] 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（Resource Capacity）] テーブル

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
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このテーブルで定義されたタグで変更でき
るのは、必須の値のみです。 このテーブル
に新しいタグを追加することはできません。

このテーブルには、リソース タイプに関連
するすべてのリソース機能が、デフォルト
値 false で取り込まれます。 機能の値は変
更することができます。

リソースの容量を追加したり、必要に応じて容量の
値を変更したりできます。

リソース グループの管理
提供サービスの複製

サービス クラス情報がテーブルに追加されます。 提供サービスには、複数のサービス クラスを定義でき
ます。
ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[提供サービス（Service Offering）] 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（Clone Service Offering）] をクリックします。

ステップ 5

[提供サービスの複製（Clone Service Offering）] 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（Name）] フィールド

提供サービスの名前。

[説明（Description）] フィールド

提供サービスの説明。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[サービス クラス（Service Class）] 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（Add Entry to Service Class）] 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（Name）] フィールド

サービス クラスの名前。

[説明（Description）] フィールド

サービス クラスの説明。
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名称

説明

[テナントのリソース割り当てのタイプ（Resource
Allocation type for Tenant）] ドロップダウン リスト

テナントのリソース割り当て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。
• 専用：テナントごとに専用リソースを確保し
ます。
• 共有：テナント間でリソースを共有します。

[アプリケーションのリソース割り当てのタイプ
アプリケーションのリソース割り当てのタイプを選
（Resource Allocation type for Application）] ドロップ 択します。
ダウン リスト
この属性の種類は次のとおりです。
• 専用：アプリケーションごとに専用リソース
を確保します。
• 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 タイプ（Resource Type）] ドロップダウ
ン リスト

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 タグ（Resource Tag）] テーブル

リソース エンティティのタグを表示するテーブル
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
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このテーブルで定義されたタグで変更でき
るのは、必須の値のみです。 このテーブル
に新しいタグを追加することはできません。
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名称

説明

[リソース機能（Resource Capability）] 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（Resource Capacity）] テーブル

ステップ 9

このテーブルには、リソース タイプに関連
するすべてのリソース機能が、デフォルト
値 false で取り込まれます。 機能の値は変
更することができます。

リソースの容量を追加したり、必要に応じて容量の
値を変更したりできます。

（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（Submit）] 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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[提供サービス（Service Offering）] 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（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[提供サービスの変更（Modify Service Offering）] 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（Name）] フィールド

提供サービスの名前。

[説明（Description）] フィールド

提供サービスの説明。
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ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[サービス クラス（Service Class）] 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（Add Entry to Service Class）] 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（Name）] フィールド

サービス クラスの名前。

[説明（Description）] フィールド

サービス クラスの説明。

[テナントのリソース割り当てのタイプ（Resource
Allocation type for Tenant）] ドロップダウン リスト

テナントのリソース割り当て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。
• 専用：テナントごとに専用リソースを確保し
ます。
• 共有：テナント間でリソースを共有します。

[アプリケーションのリソース割り当てのタイプ
アプリケーションのリソース割り当てのタイプを選
（Resource Allocation type for Application）] ドロップ 択します。
ダウン リスト
この属性の種類は次のとおりです。
• 専用：アプリケーションごとに専用リソース
を確保します。
• 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 タイプ（Resource Type）] ドロップダウ
ン リスト

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
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名称

説明

[リソース タグ（Resource Tag）] テーブル

リソース エンティティのタグを表示するテーブル
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

[リソース機能（Resource Capability）] 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（Resource Capacity）] テーブル

ステップ 9

このテーブルで定義されたタグで変更でき
るのは、必須の値のみです。 このテーブル
に新しいタグを追加することはできません。

このテーブルには、リソース タイプに関連
するすべてのリソース機能が、デフォルト
値 false で取り込まれます。 機能の値は変
更することができます。

リソースの容量を追加したり、必要に応じて容量の
値を変更したりできます。

[送信（Submit）] 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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[提供サービス（Service Offering）] 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（Delete）] をクリックします。

ステップ 5

[提供サービス（Delete）] ダイアログボックスで、[削除（Delete）] をクリックします。
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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。
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
• コンテナの親フォルダ：新しく作成したコンテナを追加するフォルダ。
• IP サブネット プール ポリシー：APIC コンテナは Cisco UCS Director 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
• 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。
• 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 NetApp
ストレージ システムの baremetal プロビジョニングに使用されます。
• フル幅ブレード用のサービス プロファイル テンプレート：このサービス プロファイル テン
プレートはサービス プロファイルを作成するために使用されます。 サービス プロファイル
を作成すると、サービス プロファイルで、サービス プロファイル テンプレートに関連付け
られたサーバ プールから空きサーバが選択されます。 この環境変数は VNX テナント オン
ボーディングに使用されます。
• ハーフ幅ブレード用のサービス プロファイル テンプレート：このサービス プロファイル テ
ンプレートはサービス プロファイルを作成するために使用されます。 サービス プロファイ
ルを作成すると、サービス プロファイルで、サービス プロファイル テンプレートに関連付
けられたサーバ プールから空きサーバが選択されます。 この環境変数は VNX テナント オン
ボーディングに使用されます。
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• 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 修飾名（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 NetApp ストレージ システムの baremetal
プロビジョニングに使用されます。
• ブート ポリシー：物理コンピューティング アカウント用のブート ポリシー。 この変数は
VNX タイプ アカウントに使用されます。
• VLAN：物理コンピューティング アカウント用の VLAN。 この変数は VNX タイプ アカウン
トに使用されます。
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。
• SP ポート：物理ストレージ アカウント用のストレージ プロセッサ（SP）ポート。 この変数
は VNX タイプ アカウントに使用されます。
• レプリケーション ストレージ グループ：物理ストレージ アカウント用のレプリケーション
ストレージ グループ。 この変数は VNX タイプ アカウントに使用されます。
• NFS VLAN プール：この変数は VLAN プールを定義するために使用されます。 個々の VLAN
はその後プールから物理ストレージ アカウントに動的に割り当てられます。
• SVM mgmt VLAN プール：ストレージ仮想マシン（SVM）の管理用の VLAN プール
• iSCSI_A VLAN プール：最初の iSCSI VLAN に使用される VLAN の IP プール。
• iSCSI_B VLAN プール：2 番目の iSCSI VLAN に使用される VLAN の IP プール。
• ノード 1 用の APIC vPC 静的パス：ノード 1 用の仮想ポート チャネル（vPC）の静的パス。
• ノード 2 用の APIC vPC 静的パス：ノード 2 用の仮想ポート チャネル（vPC）の静的パス。
• NFS IP サブネット プール ポリシー：NFS のサブネット IP プール ポリシー。
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• iSCSI_A IP サブネット プール ポリシー：最初の iSCSI VLAN に使用する IP サブネット プー
ル ポリシー。
• iSCSI_B IP サブネット プール ポリシー：2 番目の iSCSI VLAN に使用する IP サブネット プー
ル ポリシー。
• SVM mgmt IP サブネット プール ポリシー：SVM 管理用のサブネット IP プール ポリシー。
• VMNet IP サブネット プール ポリシー：VM ネットワーク用のサブネット IP プール ポリシー。
• ノード 1 用の APIC VLAN プール：VLAN ID をノード 1 に割り当てる必要がある元の APIC
VLAN プール。
• ノード 2 用の APIC VLAN プール：VLAN ID をノード 2 に割り当てる必要がある元の APIC
VLAN プール。
• クラスタ ノード 1 ID：最初の NetApp C モード アカウント ノードの ID。
• クラスタ ノード 2 ID：2 番目の NetApp C モード アカウント ノードの ID。
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。
• PXE サーバ IP プール：ブート前実行環境（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。
• FI A への接続：FlexPod の物理セットアップを設定すると、ファブリック インターコネクト
（FI）A - NXOS スイッチ 1 接続と FI B - NXOS スイッチ 2 接続用の VSAN が作成されます。
BMA プロビジョニングでは、ゾーン分割が FI A - NXOS コントローラ用に設定されます。
適切な Cisco Nexus スイッチが確実に Cisco UCS FI A に接続されるようにする場合に、この
環境変数を選択します。
• LB 用の物理ドメイン：ロード バランサ サービスに使用する必要のある物理ドメイン。
• 物理 LB パス：ロード バランシング サービスの物理パス。
• DPC 静的パス 1：最初の Direct Port Channel（DPC）の静的パス。
• DPC 静的パス 2：2 番目の DPC の静的パス。
• L2 物理ドメイン：レイヤ 2 の物理ドメイン。
• IP サブネット プール ポリシー：サブインターフェイスの IP アドレスの取得に使用するプー
ル ポリシー。
• L3 VLAN プール：ルータと Nexus 間の通信に使用される VLAN ID の取得に使用するプー
ル。
• ノード：APIC アカウントのリーフ ノード。
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• ルーテッド サブインターフェイス パス：リーフ ノードの選択に基づくサブインターフェイ
スのルーテッド パス。
• Nexus スイッチ：APIC アカウントの Nexus スイッチ。
• ループバック IP サブネット プール ポリシー：ループバックの IP アドレスの取得に使用する
プール ポリシー。

（注）

次の環境変数は Cisco UCS Director リリース 5.3 ではサポートされていません：コンテナの親
フォルダ、iSCSI PXE ブート サービス プロファイル テンプレート、IQN プール、PXE サーバ
IP プール、BMA EPG エンティティ、LB 用の物理ドメイン、物理 LB パス、DPC 静的パス 1、
DPC 静的パス 2、L3 VLAN プール、ノード、ルーテッド サブインターフェイス パス、Nexus
スイッチ、およびループバック IP サブネット プール ポリシー。
次の表に、VNX テナント オンボーディングについて定義が必要な環境変数を一覧表示します。
物理コンピューティ EMC VNX Unified
ング：Cisco UCS
Manager

VMware アカウント

APIC（物理ネット
ワーク）

フル幅ブレード用の SP ポート
サービス プロファイ
ル テンプレート

DV スイッチ - 仮想ネット
ワーク

DPC 静的パス 1（L2
構成の場合）

ハーフ幅ブレード用
のサービス プロファ
イル テンプレート

VMware 用の VMM ドメイン DPC 静的パス 2（L2
- 仮想ネットワーク
構成の場合）

L2 物理ドメイン（L2
構成の場合）
IP サブネット プール
ポリシー（L3 構成の
場合）
L3 VLAN プール（L3
構成の場合）
ルーテッド サブイン
ターフェイス パス
（L3 構成の場合）
ノード（L3 構成の場
合）
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物理コンピューティ EMC VNX Unified
ング：Cisco UCS
Manager

VMware アカウント

APIC（物理ネット
ワーク）
Nexus スイッチ（L3
構成の場合）
ループバック IP サブ
ネット プール ポリ
シー（L3 構成の場
合）

次の表に、シスコ検証済みデザイン（CVD）の通りにテナント オンボーディングについて定義が
必要な環境変数を一覧表示します。
APIC アカウント

NetApp

VMware アカウント

IP プール

VLAN プール

DV スイッチ

NetApp 用の物理ドメイン

VMware 用の VMM ドメイン 仮想ネットワーク

NFS VLAN プール
SVM mgmt VLAN プール
ノード 1 用の APIC vPC 静的パ
ス
ノード 1 用の APIC vPC 静的パ
ス
NFS IP サブネット プール ポリ
シー
SVM mgmt IP サブネット プー
ル ポリシー
VMNet IP サブネット プール ポ
リシー
ノード 1 用の APIC VLAN プー
ル
ノード 2 用の APIC VLAN プー
ル

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
42

リソース グループの管理
リソース グループの追加

APIC アカウント

NetApp

VMware アカウント

クラスタ ノード 1 ID
クラスタ ノード 2 ID
iSCSI_A VLAN プール
iSCSI_B VLAN プール
iSCSI_A IP サブネット プール
ポリシー
iSCSI_B IP サブネット プール
ポリシー

次の表に、NetApp テナント オンボーディングについて定義が必要な環境変数を一覧表示します。
APIC アカウント

NetApp

仮想ネットワーク

IP プール

VLAN プール

DV スイッチ

NetApp 静的パス

VMware 用の VMM ドメイ
ン

NetApp 用の物理ドメイン

リソース グループの追加
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（Add Entry to Selected Environments）]
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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] 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（View）] 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。
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• リソース グループを選択して [詳細の表示（View Details）] 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（View Details）] 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（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[リソース グループの作成（Create Resource Group）] 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（Name）] フィールド

リソース グループの名前。

[説明（Description）] フィールド

リソース グループの説明。

ステップ 5

[次へ（Next）] 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（Virtual Compute）] 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（Add Entry to Virtual Accounts）] 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（Add Entry）] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力（Environment Specific Inputs）] 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（Add Entry to Selected Environments）] ダイアログボックスで、
[名前（Name）] 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（Required Value）] フィールドで、選択した環境変数に基づく値を選択します。 [名前
（Name）] 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（IP Subnet Pool Policy）] を選
択したら、[選択（Select）] 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（Submit）] をクリックします。
d) [選択された機能（Selected Capabilities）] 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（Submit）] をクリックします。
e) [選択された容量（Selected Capacities）] 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（Submit）] をクリックします。
f) [送信（Submit）] 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。
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ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[仮想ストレージ（Virtual Storage）] 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（Add Entry to Virtual Accounts）] 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（Add Entry）] ダイアログボックスが表示されます。
c) [選択された機能（Selected Capabilities）] 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（Submit）] をクリックします。
d) [選択された容量（Selected Capacities）] 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（Submit）] をクリックします。
e) [送信（Submit）] 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（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [仮想ネットワーク（Virtual Network）] 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（Add Entry to Virtual Accounts）] 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（Add Entry）] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力（Environment Specific Inputs）] 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（Add Entry to Selected Environments）] ダイアログボックスで、
[名前（Name）] ドロップダウン リストから、[DV スイッチ（DV Switch）] または [VMware 用の
VMM ドメイン（VMM domain for VMware）] を選択します。
2 [必要な値（Required Value）] フィールドで、[選択（Select）] をクリックして、環境で使用するた
めに選択した環境変数に基づく値を選択します。
3 [送信（Submit）] をクリックします。
d) [選択された機能（Selected Capabilities）] 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（Submit）] をクリックします。
e) [選択された容量（Selected Capacities）] 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（Submit）] をクリックします。
f) [送信（Submit）] 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（Next）] 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（Physical Compute）] 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。
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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（Add Entry to Compute Accounts）] 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（Add Entry）] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力（Environment Specific Inputs）] 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（Add Entry to Selected Environments）] ダイアログボックスで、
[名前（Name）] 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（Required Value）] フィールドで、[選択（Select）] をクリックして、選択した環境変数
に基づく値を選択します。 [名前（Name）] ドロップダウン リストから [VLANプール（Vlan pool）]
を選択したら、[選択（Select）] 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（Submit）] をクリックします。
d) [選択された機能（Selected Capabilities）] 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（Submit）] をクリックします。
e) [選択された容量（Selected Capabilities）] 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（Submit）] をクリックします。
f) [送信（Submit）] 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（Next）] をクリックします。
ステップ 14 （任意） [物理ストレージ（Physical Storage）] 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（Add Entry to Storage Accounts）] 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（Add Entry）] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力（Environment Specific Inputs）] 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（Add Entry to Selected Environments）] ダイアログボックスで、
[名前（Name）] 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（Required Value）] フィールドで、[選択（Select）] をクリックして、選択した環境変数
に基づく値を選択します。 [名前（Name）] ドロップダウン リストから [VLANプール（Vlan pool）]
を選択したら、[選択（Select）] 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（Submit）] をクリックします。
ストレージ デバイスの IP アドレスとサブネット マスクは、ポリシーで指定された IP アドレス範囲
内にする必要があります。
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d) [選択された機能（Selected Capabilities）] 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（Submit）] をクリックします。
e) [選択された容量（Selected Capabilities）] 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（Submit）] をクリックします。
f) [送信（Submit）] 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（Next）] をクリックします。
ステップ 16 （任意） [物理ネットワーク（Physical Network）] 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（Add Entry to Network Accounts）] 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（Add Entry）] ダイアログボックスが表示されます。
c) [環境固有の入力（Environment Specific Inputs）] 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（Add Entry to Selected Environments）] ダイアログボックスで、
[名前（Name）] 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（Required Value）] フィールドで、[選択（Select）] をクリックして、選択した環境変数
に基づく値を選択します。 [名前（Name）] ドロップダウン リストから [IP プール（IP Pool）] を選
択して、[選択（Select）] をクリックして、IP プール ポリシーを選択します。
3 [送信（Submit）] をクリックします。
d) [選択された機能（Selected Capabilities）] 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（Add Entry to Selected Capabilities）] ダイアログボックスで、
[リソースの選択（Select Resource）] ドロップダウンリストから、[MDS上のFC機能（FC Capability
on MDS）] または [ゾーンサポート（Zone Support）] を選択します。
2 [リソース機能（Resource Capability）] 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。
3 [送信（Submit）] をクリックします。
e) [選択された容量（Selected Capacities）] 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（Submit）] をクリックします。
f) [送信（Submit）] 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 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 18 [L4L7デバイス（L4L7 Devices）] 画面で、ファイアウォールの仕様およびロード バランサの仕様を選択し
ます。
a) [ファイアウォール仕様（Firewall Specification）] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
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[エントリの追加（Add Entry）] 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。
名前

説明

[ファイアウォールタイプ（Firewall Type）] ドロッ ファイアウォール タイプとして [仮想
プダウンリスト
（VIRTUAL）] または [物理（PHYSICAL）] を選
択します。
ファイアウォール タイプとして [仮想（VIRTUAL）] を選択した場合は、次のフィールドが表示され
ます。
[仮想アカウント（Virtual Accounts）] フィールド [選択（Select）] をクリックし、仮想アカウントを
選択します。
[VM導入ポリシー（VM Deployment Policy）]
フィールド

VM 導入ポリシーを選択します。 [+] アイコンを
クリックして、VM 導入ポリシーを追加します。
VM 導入ポリシーの追加方法については、ASAv
VM 導入ポリシー, （71 ページ）を参照してくだ
さい。

[ファイアウォール管理ポートグループ（Firewall
Management Port Group）] フィールド

[選択（Select）] をクリックし、ASAv の導入時に
管理インターフェイスを配置する必要がある
vCenter のポート グループを選択します。

[管理IPプール（Management IP Pool）] フィールド [選択（Select）] をクリックし、管理 IP アドレス
の割り当てに使用する必要がある IP プールを選択
します。
[HA IPプール（HA IP Pool）] フィールド

[選択（Select）] をクリックし、現アクティブ デ
バイスのフェールオーバーによりデバイスがアク
ティブになる際、プールから IP を割り当てるため
の IP プールを選択します。

ファイアウォール タイプとして [物理（PHYSICAL）] を選択した場合は、次のフィールドが表示さ
れます。
[APICアカウント（Apic Accounts）] フィールド

[選択（Select）] をクリックし、APIC アカウント
を選択します。

[ファイアウォールIP（Firewall IP）] フィールド

ファイアウォール デバイスに到達するために使用
される IP アドレス。

[ポート（Port）] フィールド

ファイアウォール デバイスのポート番号。

[ユーザ名（Username）] フィールド

ファイアウォール デバイスへのアクセスに使用さ
れるユーザ名。
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名前

説明

[パスワード（Password）] フィールド

ファイアウォール デバイスへのアクセスに使用さ
れるパスワード。

[ファイアウォールの物理ドメイン（Physical
Domain for Firewall）] フィールド

[選択（Select）] をクリックし、リストから物理ド
メインを選択します。 [+] アイコンをクリックし
て、物理ドメインを追加します。

[静的パス（Static Path）] フィールド

[選択（Select）] をクリックし、静的パスを選択し
ます。

b) [送信（Submit）] をクリックします。
c) [ロードバランサ仕様（Load Balancer Specification）] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
[ロードバランサ仕様へのエントリの追加（Add Entry to Load Balancer Specification）] ダイアログボック
スで、次のフィールドを入力します。
名前

説明

[ロードバランサタイプ（Load Balancer Type）] ド ロード バランサ タイプとして [仮想（Virtual）]
ロップダウンリスト
または [物理（Physical）] を選択します。
[仮想アカウント（Virtual Accounts）] フィールド このフィールドは、ロード バランサのタイプを
[仮想（Virtual）] と選択した場合に表示されます。
[選択（Select）] をクリックし、仮想アカウントを
選択します。
[APICアカウント（Apic Accounts）] フィールド

このフィールドは、ロード バランサのタイプを
[物理（Physical）] と選択した場合に表示されま
す。 [選択（Select）] をクリックし、APIC アカウ
ントを選択します。

[ロードバランサIP（Load Balancer IP）] フィール NetScalar デバイスに到達するために使用される IP
ド
アドレス。
[ポート（Port）] フィールド

NetScalar デバイスのポート番号。

[ロードバランサゲートウェイ（Load Balancer
Gateway）] フィールド

NetScalar デバイスに到達するために使用される
ゲートウェイ IP アドレス。

[ユーザ名（Username）] フィールド

NetScalar デバイスへのアクセスに使用されるユー
ザ名。
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名前

説明

[パスワード（Password）] フィールド

NetScalar デバイスへのアクセスに使用されるパス
ワード。

[機能プロファイル（Function Profile）] フィールド [選択（Select）] をクリックし、リストから機能プ
ロファイルを選択します。
[VM（VMs）] フィールド

このフィールドは、ロード バランサのタイプを
[仮想（Virtual）] と選択した場合に表示されます。
[選択（Select）] をクリックし、リストから VM
を選択します。

[ファイアウォールの物理ドメイン（Physical
Domain for Firewall）] フィールド

このフィールドは、ロード バランサのタイプを
[物理（Physical）] と選択した場合に表示されま
す。 [選択（Select）] をクリックし、リストから
物理ドメインを選択します。 [+] アイコンをクリッ
クして、物理ドメインを追加します。

[静的パス（Static Path）] フィールド

このフィールドは、ロード バランサのタイプを
[物理（Physical）] と選択した場合に表示されま
す。 [選択（Select）] をクリックし、静的パスを
選択します。

d) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 19 [送信（Submit）] をクリックします。

リソース グループの編集
リソース グループを編集する場合は、リソース グループにアカウントを追加でき、リソース グ
ループに追加したアカウントを編集し、アカウントをリソース グループから削除することができ
ます。
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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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] 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（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[リソース グループの編集（Edit Resource Group）] 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（Name）] フィールド

リソース グループの名前。

[説明（Description）] フィールド

リソース グループの説明。

ステップ 6

[次へ（Next）] 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（Virtual Compute）] 画面に、リソース グループに追加された仮想コ
ンピューティングのアカウントが表示されます。 アカウントを選択し、編集アイコンをクリックしてアカ
ウントの環境固有の入力、機能、および容量を編集します。 追加アイコンを使用してアカウントを追加し
たり、削除アイコンを使用してアカウントを削除できます。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[仮想ストレージ（Virtual Storage）] 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。 アカウントを選択し、編集アイコンをクリックしてアカ
ウントの環境固有の入力、機能、および容量を編集します。 追加アイコンを使用してアカウントを追加し
たり、削除アイコンを使用してアカウントを削除できます。

ステップ 10 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 11 [仮想ネットワーク（Virtual Network）] 画面に、リソース グループに追加された仮想ネットワークのアカ
ウントが表示されます。 アカウントを選択し、編集アイコンをクリックしてアカウントの環境固有の入
力、機能、および容量を編集します。 追加アイコンを使用してアカウントを追加したり、削除アイコンを
使用してアカウントを削除できます。
ステップ 12 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 13 [物理コンピューティング（Physical Compute）] 画面に、リソース グループに追加された物理コンピュー
ティングのアカウントが表示されます。 アカウントを選択し、編集アイコンをクリックしてアカウントの
環境固有の入力、機能、および容量を編集します。 追加アイコンを使用してアカウントを追加したり、削
除アイコンを使用してアカウントを削除できます。
ステップ 14 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 15 [物理ストレージ（Physical Storage）] 画面に、リソース グループに追加された物理ストレージのアカウン
トが表示されます。 アカウントを選択し、編集アイコンをクリックしてアカウントの環境固有の入力、機
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能、および容量を編集します。 追加アイコンを使用してアカウントを追加したり、削除アイコンを使用し
てアカウントを削除できます。
ステップ 16 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 17 [物理ネットワーク（Physical Network）] 画面に、リソース グループに追加された物理ネットワークのアカ
ウントが表示されます。 アカウントを選択し、編集アイコンをクリックしてアカウントの環境固有の入
力、機能、および容量を編集します。 追加アイコンを使用してアカウントを追加したり、削除アイコンを
使用してアカウントを削除できます。
ステップ 18 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 19 [L4L7デバイス（L4L7 Devices）] 画面で、必要に応じてファイアウォールの仕様およびロード バランサの
仕様を編集します。
ステップ 20 [送信（Submit）] をクリックします。

リソース グループへのポッドの追加
リソースグループにポッドを追加することで、ポッド内のすべてのアカウントをリソースグルー
プに追加できます。

（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（Add Pod to Resource Group）] 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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] 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（Add Pod to Resource Group）] をクリックします。

ステップ 4

[リソース グループ（Resource Group）] 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

[選択（Select）] 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（Existing Resource
Group）]：既存のリソース グループにポッド
を追加します。
◦ [名前（Name）] 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（Add New
Resource Group）]：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（Name）] フィールド：リソース グ
ループの名前。
◦ [説明（Description）] フィールド：リソー
ス グループの説明。

[ポッド（Pod）] 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（Submit）] をクリックします。

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（Manage Tag）] 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。
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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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] 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（Manage Tag）] をクリックします。

ステップ 5

[タグの管理（Manage Tags）] 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（Resource Groups）] タブで [タグの追加（Add Tags）] 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（Add Entry to Tag）] 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（Tag Name）] ドロップダウン リスト

タグの名前を選択します。

[タグ値（Tag Value）] ドロップダウン リスト

タグの値を選択します。

b) [送信（Submit）] 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（Manage Tag）] 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（Edit Tag Entry）] 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（Tag Name）] ドロップダウン リスト

タグの名前を選択します。

[タグ値（Tag Value）] ドロップダウン リスト

タグの値を選択します。

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

[タグの管理（Manage Tag）] 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（Resource Groups）] タブで [タグの削除（Delete Tags）] をクリックすること
もできます。
a) [タグ エントリの削除（Delete Tag Entry）] ダイアログボックスで、タグを選択して、[送信（Submit）]
をクリックします。
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b) [OK] をクリックします。
ステップ 8

[送信（Submit）] 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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

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

ステップ 5

[送信（Submit）] 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複数の提供サービスに関連付け、各提供サービスに対してリソース
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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル（Tenant Profile）] 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。
• テナント プロファイルを選択して、[表示（View）] 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。
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• テナント プロファイルを選択して、[詳細の表示（View Details）] 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、APIC アカウント、サービス要求 ID、および
顧客が表示されます。
• テナントを選択して、[詳細の表示（View Details）] をクリックすると、テナントの提供サービスが
表示されます。
• 提供サービスを選択して、[詳細の表示（View Details）] をクリックすると、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（Add）] 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（Name）] 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（Description）] フィールド

テナント プロファイルの説明。

[提供サービス（Service Offering）] 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（Select）] をクリックして、一致するリソー
スグループの可用性に基づいて表示された提供サー
ビスのリストから提供サービスを確認して選択しま
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, （30 ペー
ジ）を参照してください。
（注）

[リソース グループの選択（Resource Group
Selection）] ドロップダウン リスト

提供サービスのリストではなくエラー
メッセージが表示された場合は、そのメッ
セージに従ってアクションを実行します。
詳細については、提供サービス リストの
トラブルシューティング, （57 ページ）
を参照してください。

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（Admin Selection）]：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
（Resource Group Tag based selection）]：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 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[+] アイコンをクリックして、特定の提供サービスのリソース グループを選択します。 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。
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 7

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 グループが存在しない場合は、Cisco
UCS Director にリソース グループが表示されません。

[送信（Submit）] をクリックします。

提供サービス リストのトラブルシューティング
テナントプロファイルを作成する際に、複数の提供サービスにテナントプロファイルを関連付け
ることができます。 テナント プロファイルを提供サービスに関連付ける際、提供サービス リス
トではなくエラー メッセージが表示された場合は、そのメッセージに従ってアクションを実行し
ます。
たとえば、「ホストがUCSサーバ上でマウントされていません（Host is not mounted on UCS
servers）」というエラー メッセージが表示された場合は、次の点をチェックします。
1 Cisco UCS サーバは Cisco UCS Director によって管理されている。 Cisco UCS サーバのステータ
スをチェックするには、[物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択し
て、Cisco UCS Manager アカウントを選択し、[UCS検出済みサーバ（UCS Discovered Servers）]
タブをクリックします。
2 vCenter アカウントと Cisco UCS Manager アカウントが同じリソース グループに属しており、
vCenter アカウント内のホストが Cisco UCS Manager アカウント上にマウントされている。
3 Cisco UCS Director で使用可能な Cisco UCS Manager アカウントに一意の IP アドレスが割り当
てられている。 同じ IP アドレスのアカウントが複数存在する場合は、リソース グループに属
していないアカウントの 1 つを削除する必要があります。
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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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル（Tenant Profile）] 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（Clone）] 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（Clone Tenant Profile）] 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（Name）] フィールド

テナント プロファイルの名前。

[説明（Description）] フィールド

テナント プロファイルの説明。

[提供サービス（Service Offering）] 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（Select）] をクリックして、一致するリソー
スグループの可用性に基づいて表示された提供サー
ビスのリストから提供サービスを確認して選択しま
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, （30 ペー
ジ）を参照してください。
（注）

[リソース グループの選択（Resource Group
Selection）] ドロップダウン リスト

提供サービスのリストではなくエラー
メッセージが表示された場合は、そのメッ
セージに従ってアクションを実行します。
詳細については、#unique_45を参照して
ください。

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（Admin Selection）]：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
（Resource Group Tag based selection）]：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（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[+] アイコンをクリックして、特定の提供サービスのリソース グループを選択します。 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。
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 8

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 グループが存在しない場合は、Cisco
UCS Director にリソース グループが表示されません。

[送信（Submit）] 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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル（Tenant Profile）] 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（Edit）] 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（Edit Tenant Profile）] 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（Name）] 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（Description）] フィールド

テナント プロファイルの説明。

[提供サービス（Service Offering）] 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（Select）] をクリックして、一致するリソー
スグループの可用性に基づいて表示された提供サー
ビスのリストから提供サービスを確認して選択しま
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, （30 ペー
ジ）を参照してください。
（注）

提供サービスのリストではなくエラー
メッセージが表示された場合は、そのメッ
セージに従ってアクションを実行します。
詳細については、#unique_45を参照して
ください。
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名称

説明

[リソース グループの選択（Resource Group
Selection）] 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（Admin Selection）]：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
（Resource Group Tag based selection）]：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（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[+] アイコンをクリックして、特定の提供サービスのリソース グループを選択します。 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。
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 8

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 グループが存在しない場合は、Cisco
UCS Director にリソース グループが表示されません。

[送信（Submit）] 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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[テナントのプロファイル（Tenant Profile）] 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（Delete）] 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。
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APIC 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 プロファイルを作成すると、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。 L4-L7 ポリシーを作
成する場合は、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 APIC タスクで
使用されます。
• L4-L7 サービス グラフの作成
• L4-L7 サービス グラフへの機能ノードの追加

APIC ファイアウォール ポリシーの追加
ステップ 1

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

ステップ 2

[APICファイアウォールポリシー（APIC Firewall Policy）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] 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（Create Firewall Policy）] 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。
名前

説明

[ポリシー仕様（Policy Specification）] ペイン
[名前（Name）] フィールド

ファイアウォール ポリシーの名前。

[説明（Description）] フィールド

ファイアウォール ポリシーの説明。

[ACL仕様（ACL(s) Specification）] ペイン
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名前
[ACL（ACL(s)）] フィールド

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
62

説明

リソース グループの管理
APIC ファイアウォール ポリシーの追加

名前

説明
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。
[エントリの追加（Add Entry）] 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。
• [既存のACLリスト名（Existing ACL List
Name）] ドロップダウンリスト：既存の ACL
のリストから ACL 名を選択します。
• [新しいACLリスト（New ACL list）] チェック
ボックス：新しい ACL を作成する場合に、こ
のチェックボックスをオンにします。
• [新しいACLリスト名（New ACL List Name）]
フィールド：このフィールドは、[新しいACL
リスト（New ACL list）] チェックボックスを
オンにすると表示されます。 作成する ACL の
名前。
• [ACLエントリ名（ACL Entry Name）] フィー
ルド：ファイアウォール ポリシー用のルール
を定義する ACL エントリ。
• [プロトコル（Protocol）] 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。
• [任意の送信元（Source Any）] チェックボック
ス：デフォルトで、このチェックボックスは、
送信元ホストまたはネットワークを許可また
は拒否するためにオンになっています。
• [送信元アドレス（Source Address）] フィール
ド：このフィールドは、[任意の送信元（Source
Any）] チェックボックスをオフにすると表示
されます。 送信元アドレスとしてシングル ホ
ストまたはそれらの範囲を指定するための IP
アドレス、IP アドレス範囲、またはサブネッ
ト マスク付き IP アドレス。
• [任意の接続先（Destination Any）] チェック
ボックス：デフォルトで、このチェックボッ
クスは、任意の接続先アドレスに ACL エント
リステートメントを適用するためにオンになっ
ています。
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名前

説明
• [接続先アドレス（Destination Address）] フィー
ルド：このフィールドは、[任意の接続先
（Destination Any）] チェックボックスをオフ
にすると表示されます。 接続先アドレスとし
てシングル ホストまたはそれらの範囲を指定
するための IP アドレス、IP アドレス範囲、ま
たはサブネット マスク付き IP アドレス。
• [アクション（Action）] ドロップダウンリス
ト：ACL エントリのアクションとして [許可
（Permit）] または [拒否（Deny）] を選択しま
す。
• [順序（Order）] フィールド：拒否または許可
ステートメントを実行する必要のあるシーケ
ンス。

[ブリッジグループインターフェイス（Bridge Group Interface(s)）] ペイン：ブリッジ グループ インター
フェイスは、ファイアウォールをトランスペアレント モードで実行している場合は必ず設定する必要が
あります。 セキュリティ コンテキストのオーバーヘッドを避けたい場合、またはセキュリティ コンテ
キストを最大限に使用したい場合、インターフェイスをブリッジ グループにグループ化し、各ネット
ワークに 1 つずつ複数のブリッジ グループを設定できます。
ブリッジ グループのトラフィックは他のブリッジ グループから隔離され、トラフィックは ASA 内の他
のブリッジ グループにはルーティングされません。また、トラフィックは外部ルータから ASA 内の他
のブリッジ グループにルーティングされる前に、ASA から出る必要があります。 ブリッジング機能は
ブリッジ グループごとに分かれていますが、その他の多くの機能はすべてのブリッジ グループ間で共有
されます。 たとえば、syslog サーバまたは AAA サーバの設定は、すべてのブリッジ グループで共有さ
れます。
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名前

説明

[ブリッジグループインターフェイス（Bridge Group ファイアウォール ポリシーに対して定義されたブ
Interface(s)）] フィールド
リッジ グループ インターフェイス。
[+] アイコンをクリックして、ブリッジ グループ ID
を定義します。
[ブリッジグループインターフェイスへのエントリ
の追加（Add Entry to Bridge Group Interface(s)）] 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。
• [ブリッジグループID（Bridge Group ID）]
フィールド：ブリッジ グループの一意の ID。
ブリッジ グループ ID の値は 1 ～ 100 の整数で
す。
• [IPv4アドレス値（IPv4 Address Value）] フィー
ルド：ブリッジ グループの管理 IP アドレス。
[インターフェイス仕様（Interface(s) Specification）] ペイン
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名前
[インターフェイス（Interface(s)）] フィールド
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名前

説明
ファイアウォール ポリシーに対して定義されたイ
ンターフェイス。
[+] アイコンをクリックして、インターフェイスを
定義します。
[インターフェイスへのエントリの追加（Add Entry
to Interface(s)）] 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。
• [インターフェイス名（Interface Name）] フィー
ルド：設定する必要のあるインターフェイス
の名前。
• [仮想IPのIPプールオプション（IP Pool Option
for Virtual IP）] ドロップダウンリスト：IP プー
ル オプションを使用すると、仮想 IP アドレス
が IP アドレスの範囲からインターフェイスに
割り当てられます。 インターフェイスに IP ア
ドレスを自動的に割り当てるには、次のオプ
ションのいずれかを選択します。
• 既存のリストからIPプールを選択
• IPプール範囲を指定
• [IPプール（IP Pool）] フィールド：インター
フェイス用として予約されていない仮想 IP ア
ドレスを選択する IP プール。
• [セキュリティレベル（Security Level）] フィー
ルド：インターフェイスのセキュリティ レベ
ル。 セキュリティ レベルの値は 0 ～ 100 の整
数です。
• [ブリッジグループID（Bridge Group ID）] ド
ロップダウンリスト：インターフェイスを割
り当てる必要のあるブリッジ グループ ID を選
択します。
• [インバウンドACL（Inbound ACL）] ドロップ
ダウンリスト：インターフェイスに入るとき
にトラフィックに適用するインバウンド アク
セス リストとして ACL を選択します。
• [アウトバウンドACL（Outbound ACL）] ドロッ
プダウンリスト：インターフェイスを出ると
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名前

説明
きにトラフィックに適用するアウトバウンド
アクセス リストとして ACL を選択します。

[インターフェイスの割り当て仕様（Assign Interface Specification）] ペイン
[外部インターフェイス（External Interface）] ドロッ 外部インターフェイスとしてインターフェイスを選
プダウンリスト
択します。
[内部インターフェイス（Internal Interface）] ドロッ 内部インターフェイスとしてインターフェイスを選
プダウンリスト
択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

APIC ネットワーク ポリシー
APIC ネットワーク ポリシーは、アプリケーション プロファイルのネットワーク（階層）設定で
使用するオプションのポリシーです。 APIC ネットワーク ポリシーは APIC アプリケーション コ
ンテナのプロビジョニングに使用されるデフォルト設定を上書きします。 テナントまたはコンテ
ナのプライベート ネットワークを指定し、サブネットワークを作成し、エンド ポイント グルー
プ（EPG）を作成するためのポリシーを作成できます。

APIC ネットワーク ポリシーの追加
ステップ 1

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

ステップ 2

[APICネットワークポリシー（APIC Network Policy）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ネットワークポリシーの作成（Create Network Policy）] 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。
名前

説明

[ポリシー仕様（Policy Specification）] ペイン
[名前（Name）] フィールド
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名前

説明

[説明（Description）] フィールド

APIC ネットワーク ポリシーの説明。

[プライベートネットワーク仕様（Private Network Specification）] ペイン
[プライベートネットワーク（Private Network）] ド 次のいずれかを実行します。
ロップダウンリスト
• [コンテナ（Container）]：プライベート ネット
ワークをコンテナ ワークフローから選択しま
す。
• [テナント（Tenant）]：プライベート ネット
ワークをテナントから選択します。
[サブネット仕様（Subnet Specification）] ペイン
[サブネットの作成（Create Subnet）] チェックボッ サブネットを作成する場合に、このチェックボック
クス
スをオンにします。
[サブネットの作成（Create Subnet）] 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。
• [共有サブネット（Shared Subnet）] チェック
ボックス：共有サブネットを使用してプライ
ベート ネットワークを作成する場合に、この
チェックボックスをオンにします。
• [パブリックサブネット（Public Subnet）]
チェックボックス：パブリック サブネットを
使用してプライベート ネットワークを作成す
る場合に、このチェックボックスをオンにし
ます。
• [プライベートサブネット（Private Subnet）]
チェックボックス：プライベート サブネット
を使用してプライベート ネットワークを作成
する場合に、このチェックボックスをオンに
します。
[EPG仕様（EPG Specification）] ペイン
[EPGの作成（Create EPG）] チェックボックス

エンド ポイント グループ（EPG）を作成する場合
に、このチェックボックスをオンにします。

[QOS] フィールド

EPG に割り当てる必要のある QOS 名。
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名前

説明

[EPG仕様（EPG Specification）] ペイン
[導入の緊急度（Deploy Immediacy）] ドロップダウ ドメインをすぐに展開するかまたは必要に応じて展
ンリスト
開するかを選択します。
[解決の緊急度（Resolution Immediacy）] ドロップダ ポリシーがリーフ ノードにどのように適用される
ウンリスト
かを選択します。
• [緊急（Immediate）] フィールド：VLAN バイ
ンディング、NVGREバインディング、VXLAN
バインディング、契約、およびフィルタを含
むすべてのポリシーがハイパーバイザの物理
NICの接続時にリーフノードに適用されます。
ハイパーバイザ/リーフ ノード間接続の解決に
使用されるリンク層検出プロトコル（LLDP）
または OpFlex。
• [オンデマンド（On Demand）] フィールド：物
理 NIC を接続し、仮想 NIC とポート グループ
（EPG）を関連付けたときにのみ、ポリシーが
リーフ ノードに適用されます。
[フォワーディング（Forwarding）] ドロップダウン ブリッジ ドメインのフォワーディング方式（[最適
リスト
化（Optimize）] または [カスタム（Custom）]）を
選択します。
[L2不明なユニキャスト（L2 Unknown Unicast）] ド このドロップダウンリストは、[フォワーディング
ロップダウンリスト
（Forwarding）] ドロップダウンリストで [カスタム
（Custom）] を選択すると表示されます。 不明な層
宛先のフォワーディング方式を選択します。
[不明なマルチキャストフラッディング（Unknown
Multicast Flooding）] ドロップダウンリスト
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このドロップダウンリストは、[フォワーディング
（Forwarding）] ドロップダウンリストで [カスタム
（Custom）] を選択すると表示されます。 不明な層
宛先のマルチキャストトラフィックのフォワーディ
ング方式を選択します。
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名前

説明

[ARPフラッディング（ARP Flooding）] チェックボッ このチェックボックスは、[フォワーディング
クス
（Forwarding）] ドロップダウンリストで [カスタム
（Custom）] を選択すると表示されます。 ARP フ
ラッディング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。 ARP フラッディングが
無効になっている場合は、ユニキャスト ルーティ
ングがターゲット IP アドレスで実行されます。
[ユニキャストルーティング（Unicast Routing）]
チェックボックス

ステップ 5

このチェックボックスは、[フォワーディング
（Forwarding）] ドロップダウンリストで [カスタム
（Custom）] を選択すると表示されます。 この
チェックボックスは、デフォルトでオンになってい
ます。 ユニキャスト ルーティングを有効にする場
合に、このチェックボックスをオンにします。 ユ
ニキャスト ルーティングは事前に定義されたフォ
ワーディング基準（IP または MAC アドレス）に基
づくフォワーディング方式です。

[送信（Submit）] をクリックします。

ASAv VM 導入ポリシー
ASAv は、仮想化環境に包括的なファイアウォール機能を提供し、データセンター トラフィック
とマルチテナント環境のセキュリティを強化します。 ASAv VM 導入ポリシーは、OVF からの
ASAv VM の導入タスクで使用されます。

ASAv VM 導入ポリシーの追加
ステップ 1

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

ステップ 2

[ASAv VM導入ポリシー（ASAv VM Deployment Policy）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ASAv VM導入ポリシー（ASAv VM Deployment Policy）] 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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名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ASAv VM 導入ポリシーの名前。

[ASAv OVF] フィールド

[選択（Select）] をクリックし、オープン仮想化
フォーマット（OVF）のテンプレート ファイルを
選択します。

[VM名（VM Name）] フィールド

ASAv 仮想マシン（VM）インスタンスの名前。 こ
のポリシーによって、この VM 名の前にコンテナ名
が自動的に付与されます。

[ポート（Port）] フィールド

ファイアウォール アプライアンスのポート番号。

[ユーザ名（Username）] フィールド

ファイアウォール アプライアンスへのアクセスに
使用されるユーザ名。

[パスワード（Password）] フィールド

ファイアウォール アプライアンスへのアクセスに
使用されるパスワード。

[ディスク形式（Disk Format）] ドロップダウンリス 仮想ディスク フォーマットを選択します。 プロビ
ト
ジョニングに使用可能なフォーマットは、[Thick
Provision Lazy Zeroed]、[Thick Provision Eager
Zeroed]、および [Thin Provision] です。
[ホストvCPUカウント（Host vCPU Count）] ドロッ ホスト vCPU カウントを選択します。 このカウン
プダウンリスト
トは、ASAv VM の導入時に ASAv VM に搭載され
る vCPU の数を表します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシー
APIC は、ファブリック内のサービスをプロビジョニングできるだけでなく、ファブリックに接続
するファイアウォールやロード バランサなどのレイヤ 4 ～レイヤ 7 のサービスもプロビジョニン
グできるようにするオープン ノースバウンド API を備えています。
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レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの追加
ステップ 1

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

ステップ 2

[L4-L7サービスポリシー（L4 - L7 Service Policy）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[L4-L7サービスポリシーの追加（Add L4-L7 Service Policy）] 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。
名前

説明

[L4-L7サービスの仕様（L4-L7 Service Specification）] ペイン
[名前（Name）] フィールド

レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの名前。

[説明（Description）] フィールド

レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの説明。
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名前

説明

[ファイアウォールを許可（Allow Firewall）] チェッ オンにした場合は、ファイアウォール サービスに
クボックス
レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーが適用され
ます。 [ファイアウォールを許可（Allow Firewall）]
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（Firewall Type）] ド
ロップダウンリスト：ファイアウォール タイ
プとして [仮想（VIRTUAL）] または [物理
（PHYSICAL）] を選択します。
• [デバイスパッケージ（Device Package）] フィー
ルド：[選択（Select）] をクリックし、リスト
からデバイス パッケージを選択します。
• [ファイアウォールポリシー（Firewall Policy）]
フィールド：[選択（Select）] をクリックし、
リストからファイアウォール ポリシーを選択
します。 [+] アイコンをクリックして、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 ポリシーの追加についての詳細は、
#unique_50 を参照してください。
• [ファイアウォールHAを有効にする（Enable
Firewall HA）] チェックボックス：ファイア
ウォール サービスのハイ アベイラビリティを
イネーブルにするには、このチェックボック
スをオンにします。
• [トランスペアレントモード（Transparent
Mode）] チェックボックス：トランスペアレン
ト ファイアウォール モードを実行するには、
このチェックボックスをオンにします。
（注）
この機能は、管理対象のネットワー
ク サービスがある vDC でサポート
されます。
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名前

説明

[ロードバランサを許可（Allow Load Balancer）]
チェックボックス

オンにすると、ロード バランサ サービスをレイヤ
4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーに適用できます。
[ロードバランサを許可（Allow Load Balancer）]
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。
• [ロードバランサのタイプ（Load Balancer
Type）] ドロップダウンリスト：ロード バラン
サのタイプとして [仮想（Virtual）] または [物
理（Physical）] 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、契約名、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、サービスの名前と
IP アドレスなどのすべての入力も取
得します。
• [デバイスパッケージ（Device Package）] フィー
ルド：[選択（Select）] をクリックし、リスト
からデバイス パッケージを選択します。
• [ロードバランサHAを有効にする（Enable Load
Balancer HA）] チェックボックス：ロード バ
ランサ サービスのハイ アベイラビリティをイ
ネーブルにするには、このチェックボックス
をオンにします。

[概要（Summary）] ペイン：レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの概要が表示されます。

ステップ 5

[送信（Submit）] 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
アプリケーション プロファイルは、アプリケーションの導入に必要なインフラストラクチャの説
明です。これらのインフラストラクチャの要件には、ベアメタル設定、仮想マシン（VM）、L4-L7
ポリシー、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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] 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（Application Profile）] 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（View）] 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（View Details）] 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、および仮想ストレージ サー
ビス クラスが表示されます。

BM

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、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。

ステップ 3

[追加（Add）] 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（Add Application Profile）] 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（Name）] 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（Description）] 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（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[ネットワーク（Networks）] 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（Service Offering）] ドロップダウン [選択（Select）] をクリックし、リストから提供サー
リスト
ビスを選択します。 提供サービスは、このアプリ
ケーション プロファイルでコンテナを作成するテ
ナントに属している必要があります。
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, （30 ページ）を参照
してください。
[ネットワーク（Networks）] フィールド

ステップ 7

アプリケーションで必要なネットワーク タイプと
ネットワーク の数を定義します。 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（Networks）] 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（Add Entry to Networks）] 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（Network）] フィールド

ネットワークの名前。

[説明（Description）] フィールド

ネットワークの説明。
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名称

説明

[ネットワークタイプ（Network Type）] ドロップダ ネットワーク タイプとして次のいずれかを選択し
ウンリスト
ます。
• 内線
• 外部
• インフラストラクチャ
• フェールオーバー
[APICネットワークポリシー（APIC Network Policy）] このフィールドは、ネットワーク タイプを [内部
ドロップダウンリスト
（Internal）] と選択した場合にのみ表示されます。
リストから APIC ネットワーク ポリシーを選択しま
す。
[+] アイコンをクリックして、APIC ネットワーク
ポリシーを追加します。 APIC ネットワーク ポリ
シーの追加方法については、#unique_55 を参照して
ください。
[L2/L3選択（L2/L3 Selection）] ドロップダウンリス このフィールドは、ネットワーク タイプを [外部
ト
（External）] と選択した場合にのみ表示されます。
デフォルトでは、[L2Out] が選択されており、ACI
ファブリックが外部レイヤ 2 ネットワークと統合さ
れます。
[テナントで使用可能な既存のL2/L3アウト設定を使 このフィールドは、ネットワーク タイプを [外部
用する（Use Existing L2/L3 Out config available in the （External）] と選択した場合にのみ表示されます。
tenant）] チェックボックス
デフォルトでは、このチェックボックスがオンに
なっており、APIC コンテナの作成用にアウト設定
としてテナント内でレイヤ 2 またはレイヤ 3 アウト
設定が使用されます。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[アプリケーション（Application）] 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（VM Based Application Components）] 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（Add Entry to VM Based Application
Components）] 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

[VM名（VM Name）] フィールド

VM の名前。

[説明（Description）] フィールド

VM の説明。

[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リス
ト

リストからネットワークを選択します。

[イメージ選択タイプ（Image Selection Type）] 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（Image Tag based
selection）]：イメージ タグ ベースの選択を
選択すると、[タグ（Tag）] 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（VM image）] ドロップダウン リス イメージのリストから VM イメージを選択しま
ト
す。 リストは、[イメージ選択タイプ（Image
Selection Type）] 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）

次の基準を満たすイメージの選択肢が表
示されます。
• VMware ツールがインストールさ
れているイメージ。
• いずれのグループにも割り当てら
れていないイメージ。

[仮想コンピューティング サービス クラス（Virtual 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
Compute Service Class）] ドロップダウン リスト
ラスを選択します。
[仮想ストレージ サービス クラス（Virtual Storage 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。
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名称

説明

[VMパスワード共有オプション（VM Password
Sharing Option）] 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（Share after password reset）]
または [テンプレート クレデンシャルを共有する
（Share template credentials）] 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（VM Network VM ネットワーク インターフェイスを追加するに
Interfaces）] フィールド
は、[+] アイコンをクリックします。
[最大量（Maximum Quality）] フィールド

階層ごとの VM インスタンスの最大数。

[初期数量（Maximum Quality）] 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（Submit）] をクリックします。
ステップ 10 [アプリケーション（Application）] 画面で、次の操作を実行します。
a) [ベアメタルアプリケーションコンポーネント（Bare Metal Application Components）] フィールドで、[+]
アイコンをクリックします。
b) [ベアメタルアプリケーションコンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to Bare Metal Application
Components）] ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。
名称

説明

[インスタンス名（Instance Name）] フィールド

baremetal インスタンスの名前。

[説明（Description）] フィールド

baremetal インスタンスの説明。

[ネットワーク（Network）] 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（Target 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。
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名称

説明

[Bare Metal イメージ（Target BMA）] ドロップダ
ウン リスト

baremetal イメージを選択します。

[ブレードタイプ（Blade Type）] ドロップダウン
リスト

APIC コンテナのブレード タイプとして次のいず
れかを選択します。
• ハーフ幅（Half Width）
• フル幅（Full Width）

[物理コンピューティング サービス クラス
（Physical Compute Service Class）] 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。

[物理ストレージ サービス クラス（Physical Storage 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。

c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 11 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 12 [コントラクト（Contracts）] 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。
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。
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a) [コントラクトへのエントリの追加（Add Entry to Contracts）] 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（Rule Name）] フィールド

ルールの名前。

[ルール説明（Rule Description）] フィールド

ルールの説明。

[プロトコル（Protocol）] 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（Apply Both Directions）] チェッ ソースから宛先へのトラフィック（またはその逆
クボックス
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（Select Source
Network）] ドロップダウン リスト

コントラクト ルールを適用するソース ネットワー
クを選択します。

[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）] 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（Action）] 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（Submit）] をクリックします。
ステップ 13 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 14 [ポリシー（Policy）] 画面で、次の手順を実行します。
a) [システムポリシー（System Policy）] ドロップダウンリストからポリシーを選択します。
b) [システム ポリシー（System Policy）] 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。
c) [システム ポリシー情報（System Policy Information）] 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（Policy name）] フィールド

システム ポリシーの名前。

[ポリシーの説明（Policy Description）] 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（VM Name Template）]
フィールド

VM 名に使用するテンプレート。

[VM名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

VM 名を検証するポリシーを選択します。

（注）

名前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。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス（End エンド ユーザに VM の名前またはプレフィックス
User VM Name or VM Prefix）] チェックボックス 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。
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。

[導入後に電源をオンにします（Power On after
deploy）] チェックボックス

[ホスト名のテンプレート（Host Name Template）] ホスト名のテンプレート。
フィールド
[ホスト名の検証ポリシー（Host Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

ホスト名を検証するポリシーを選択します。

[Linuxタイムゾーン（Linux Time Zone）] ドロップ Linux VM のタイム ゾーンを選択します。
ダウン リスト
[Linux VM最大ブート待機時間（Linux VM Max
Boot Wait Time）] ドロップダウン リスト

VM が起動中に一時停止する時間の長さを指定す
る時間を選択します。

[DNSドメイン（DNS Domain）] フィールド

DNS ドメインの名前。

[DNSサフィックスリスト（DNS Suffix List）]
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（DNS Server List）] フィール
ド

DNS サーバのリスト。

[VMイメージのタイプ（VM Image Type）] ドロッ VM イメージ タイプとして次のいずれかを選択し
プダウン リスト
ます。
• Windows と Linux
• Linux のみ
[VMアノテーションの定義（Define VM
Annotation）] 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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d) [閉じる（Close）] をクリックします。
e) [コストモデル（Cost Model）] ドロップダウンリストからコスト モデルを選択し、チャージバックを計
算します。
f) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 15 [L4-L7サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] 画面で、[L4-L7サービスの設定（Configure L4-L7 Service）]
チェックボックスをオンにし、アプリケーション プロファイルにレイヤ 4 ～レイヤ 7 サービスを設定しま
す。 [L4-L7サービスの設定（Configure L4-L7 Service）] チェックボックスがオンになっていると、次の
フィールドが表示されます。
a) [L4-L7サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] ドロップダウンリスト：リストからレイヤ 4 ～レイ
ヤ 7 サービス ポリシーを選択します。 [+] アイコンをクリックして、レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポ
リシーを追加します。 レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーを追加する方法については、レイヤ 4 ～
レイヤ 7 サービス ポリシーの追加, （73 ページ）を参照してください。
b) [アプリケーションL4-L7サービス定義（Application L4-L7 Service Definition）] フィールド：[+] アイコ
ンをクリックします。 [アプリケーションL4-L7サービス定義へのエントリの追加（Add Entry to Application
L4-L7 Service Definition）] 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。
名前

説明

[コンシューマ（Consumer）] ドロップダウン リス 内部階層を選択します。
ト
[プロバイダー（Provider）] ドロップダウン リス
ト

外部階層を選択します。

[サービス（Services）] フィールド

[ファイアウォール（Firewall）] または [ロードバ
ランサ（Load Balancer）] チェックボックスをオン
にして、サービス タイプを選択します。

ステップ 16 [送信（Submit）] をクリックします。
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アプリケーション プロファイルの複製

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] 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（Application Profile）] 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（Clone）] 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（Clone Application Profile）] 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（Name）] 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（Description）] 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（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[ネットワーク（Networks）] 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（Service Offering）] ドロップダウン [選択（Select）] をクリックし、リストから提供サー
リスト
ビスを選択します。 提供サービスは、このアプリ
ケーション プロファイルでコンテナを作成するテ
ナントに属している必要があります。
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, （30 ページ）を参照
してください。
[ネットワーク（Networks）] フィールド

ステップ 8

アプリケーションで必要なネットワーク タイプと
ネットワーク の数を定義します。 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（Networks）] 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。
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[ネットワークへのエントリの追加（Add Entry to Networks）] 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（Network）] フィールド

ネットワークの名前。

[説明（Description）] フィールド

ネットワークの説明。

[ネットワークタイプ（Network Type）] ドロップダ ネットワーク タイプとして次のいずれかを選択し
ウンリスト
ます。
• 内線
• 外部
• インフラストラクチャ
• フェールオーバー
[APICネットワークポリシー（APIC Network Policy）] このフィールドは、ネットワーク タイプを [内部
ドロップダウンリスト
（Internal）] と選択した場合にのみ表示されます。
リストから APIC ネットワーク ポリシーを選択しま
す。
[+] アイコンをクリックして、APIC ネットワーク
ポリシーを追加します。 APIC ネットワーク ポリ
シーの追加方法については、#unique_55 を参照して
ください。
[L2/L3選択（L2/L3 Selection）] ドロップダウンリス このフィールドは、ネットワーク タイプを [外部
ト
（External）] と選択した場合にのみ表示されます。
デフォルトでは、[L2Out] が選択されており、ACI
ファブリックが外部レイヤ 2 ネットワークと統合さ
れます。
[テナントで使用可能な既存のL2/L3アウト設定を使 このフィールドは、ネットワーク タイプを [外部
用する（Use Existing L2/L3 Out config available in the （External）] と選択した場合にのみ表示されます。
tenant）] チェックボックス
デフォルトでは、このチェックボックスがオンに
なっており、APIC コンテナの作成用にアウト設定
としてテナント内でレイヤ 2 またはレイヤ 3 アウト
設定が使用されます。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [アプリケーション（Application）] 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。
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a) [+] アイコンをクリックします。
b) [VMアプリケーションコンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to VM Application Components）]
ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。
名称

説明

[VM名（VM Name）] フィールド

VM の名前。

[説明（Description）] フィールド

VM の説明。

[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リス
ト

リストからネットワークを選択します。

[イメージ選択タイプ（Image Selection Type）] 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（Image Tag based
selection）]：イメージ タグ ベースの選択を
選択すると、[タグ（Tag）] 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（VM image）] ドロップダウン リス イメージのリストから VM イメージを選択しま
ト
す。 リストは、[イメージ選択タイプ（Image
Selection Type）] 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）

次の基準を満たすイメージの選択肢が表
示されます。
• VMware ツールがインストールさ
れているイメージ。
• いずれのグループにも割り当てら
れていないイメージ。

[仮想コンピューティング サービス クラス（Virtual 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
Compute Service Class）] ドロップダウン リスト
ラスを選択します。
[仮想ストレージ サービス クラス（Virtual Storage 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。
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名称

説明

[VMパスワード共有オプション（VM Password
Sharing Option）] 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（Share after password reset）]
または [テンプレート クレデンシャルを共有する
（Share template credentials）] 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（VM Network VM ネットワーク インターフェイスを追加するに
Interfaces）] フィールド
は、[+] アイコンをクリックします。
[最大量（Maximum Quality）] フィールド

階層ごとの VM インスタンスの最大数。

[初期数量（Maximum Quality）] 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（Submit）] をクリックします。
ステップ 11 [アプリケーション（Application）] 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) [ベアメタルアプリケーションコンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to Bare Metal Application
Components）] ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。
名称

説明

[インスタンス名（Instance Name）] フィールド

baremetal インスタンスの名前。

[説明（Description）] フィールド

baremetal インスタンスの説明。

[ネットワーク（Network）] 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（Target 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。

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
88

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

名称

説明

[Bare Metal イメージ（Target BMA）] ドロップダ
ウン リスト

baremetal イメージを選択します。

[ブレードタイプ（Blade Type）] ドロップダウン
リスト

APIC コンテナのブレード タイプとして次のいず
れかを選択します。
• ハーフ幅（Half Width）
• フル幅（Full Width）

[物理コンピューティング サービス クラス
（Physical Compute Service Class）] 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。

[物理ストレージ サービス クラス（Physical Storage 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。

c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 12 [次へ（Next）] 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（Add Entry to Contracts）] 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（Rule Name）] フィールド

ルールの名前。

[ルール説明（Rule Description）] フィールド

ルールの説明。

[プロトコル（Protocol）] 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（Apply Both Directions）] チェッ ソースから宛先へのトラフィック（またはその逆
クボックス
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（Select Source
Network）] ドロップダウン リスト

コントラクト ルールを適用するソース ネットワー
クを選択します。

[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）] 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。
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名称

説明

[アクション（Action）] 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（Submit）] をクリックします。
ステップ 14 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 15 [ポリシー（Policy）] 画面で、次の手順を実行します。
a) [システムポリシー（System Policy）] ドロップダウンリストからポリシーを選択します。
b) [システム ポリシー（System Policy）] 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。
c) [システム ポリシー情報（System Policy Information）] 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（Policy name）] フィールド

システム ポリシーの名前。

[ポリシーの説明（Policy Description）] 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（VM Name Template）]
フィールド

VM 名に使用するテンプレート。

[VM名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

VM 名を検証するポリシーを選択します。

（注）

名前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。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス（End エンド ユーザに VM の名前またはプレフィックス
User VM Name or VM Prefix）] チェックボックス 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（Power On after
deploy）] 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（Host Name Template）] ホスト名のテンプレート。
フィールド
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名称

説明

[ホスト名の検証ポリシー（Host Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

ホスト名を検証するポリシーを選択します。

[Linuxタイムゾーン（Linux Time Zone）] ドロップ Linux VM のタイム ゾーンを選択します。
ダウン リスト
[Linux VM最大ブート待機時間（Linux VM Max
Boot Wait Time）] ドロップダウン リスト

VM が起動中に一時停止する時間の長さを指定す
る時間を選択します。

[DNSドメイン（DNS Domain）] フィールド

DNS ドメインの名前。

[DNSサフィックスリスト（DNS Suffix List）]
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（DNS Server List）] フィール
ド

DNS サーバのリスト。

[VMイメージのタイプ（VM Image Type）] ドロッ VM イメージ タイプとして次のいずれかを選択し
プダウン リスト
ます。
• Windows と Linux
• Linux のみ
[VMアノテーションの定義（Define VM
Annotation）] 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。

d) [閉じる（Close）] をクリックします。
e) [コストモデル（Cost Model）] ドロップダウンリストからコスト モデルを選択し、チャージバックを計
算します。
f) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 16 [L4-L7サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] 画面で、[L4-L7サービスの設定（Configure L4-L7 Service）]
チェックボックスをオンにし、アプリケーション プロファイルにレイヤ 4 ～レイヤ 7 サービスを設定しま
す。 [L4-L7サービスの設定（Configure L4-L7 Service）] チェックボックスがオンになっていると、次の
フィールドが表示されます。
a) [L4-L7サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] ドロップダウンリスト：リストからレイヤ 4 ～レイ
ヤ 7 サービス ポリシーを選択します。 [+] アイコンをクリックして、レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポ
リシーを追加します。 レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーを追加する方法については、レイヤ 4 ～
レイヤ 7 サービス ポリシーの追加, （73 ページ）を参照してください。
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b) [アプリケーションL4-L7サービス定義（Application L4-L7 Service Definition）] フィールド：[+] アイコ
ンをクリックします。 [アプリケーションL4-L7サービス定義へのエントリの追加（Add Entry to Application
L4-L7 Service Definition）] 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。
名前

説明

[コンシューマ（Consumer）] ドロップダウン リス 内部階層を選択します。
ト
[プロバイダー（Provider）] ドロップダウン リス
ト

外部階層を選択します。

[サービス（Services）] フィールド

[ファイアウォール（Firewall）] または [ロードバ
ランサ（Load Balancer）] チェックボックスをオン
にして、サービス タイプを選択します。

ステップ 17 [送信（Submit）] をクリックします。

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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] 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（Application Profile）] 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（Edit）] 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（Edit Application Profile）] 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（Name）] 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（Description）] 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（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[ネットワーク（Networks）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
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ステップ 8

名前

説明

[提供サービス（Service Offering）] フィールド

このフィールドには、アプリケーション プロファ
イルの作成時に選択された提供サービスが表示され
ます。 これは変更できません。

[ネットワーク（Networks）] フィールド

アプリケーションで必要なネットワーク タイプと
ネットワーク の数を定義します。 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（Networks）] 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（Add Entry to Networks）] 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（Network）] フィールド

ネットワークの名前。

[説明（Description）] フィールド

ネットワークの説明。

[ネットワークタイプ（Network Type）] ドロップダ ネットワーク タイプとして次のいずれかを選択し
ウンリスト
ます。
• 内線
• 外部
• インフラストラクチャ
• フェールオーバー
[APICネットワークポリシー（APIC Network Policy）] このフィールドは、ネットワーク タイプを [内部
ドロップダウンリスト
（Internal）] と選択した場合にのみ表示されます。
リストから APIC ネットワーク ポリシーを選択しま
す。
[+] アイコンをクリックして、APIC ネットワーク
ポリシーを追加します。 APIC ネットワーク ポリ
シーの追加方法については、#unique_55 を参照して
ください。
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名称

説明

[L2/L3選択（L2/L3 Selection）] ドロップダウンリス このフィールドは、ネットワーク タイプを [外部
ト
（External）] と選択した場合にのみ表示されます。
デフォルトでは、[L2Out] が選択されており、ACI
ファブリックが外部レイヤ 2 ネットワークと統合さ
れます。
[テナントで使用可能な既存のL2/L3アウト設定を使 このフィールドは、ネットワーク タイプを [外部
用する（Use Existing L2/L3 Out config available in the （External）] と選択した場合にのみ表示されます。
tenant）] チェックボックス
デフォルトでは、このチェックボックスがオンに
なっており、APIC コンテナの作成用にアウト設定
としてテナント内でレイヤ 2 またはレイヤ 3 アウト
設定が使用されます。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [アプリケーション（Application）] 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アプリケーションコンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to VM Application Components）]
ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。
名称

説明

[VM名（VM Name）] フィールド

VM の名前。

[説明（Description）] フィールド

VM の説明。

[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リス
ト

リストからネットワークを選択します。

[イメージ選択タイプ（Image Selection Type）] 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（Image Tag based
selection）]：イメージ タグ ベースの選択を
選択すると、[タグ（Tag）] 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（VM image）] ドロップダウン リス イメージのリストから VM イメージを選択しま
ト
す。 リストは、[イメージ選択タイプ（Image
Selection Type）] 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）

次の基準を満たすイメージの選択肢が表
示されます。
• VMware ツールがインストールさ
れているイメージ。
• いずれのグループにも割り当てら
れていないイメージ。

[仮想コンピューティング サービス クラス（Virtual 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
Compute Service Class）] ドロップダウン リスト
ラスを選択します。
[仮想ストレージ サービス クラス（Virtual Storage 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。
[VMパスワード共有オプション（VM Password
Sharing Option）] 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（Share after password reset）]
または [テンプレート クレデンシャルを共有する
（Share template credentials）] 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（VM Network VM ネットワーク インターフェイスを追加するに
Interfaces）] フィールド
は、[+] アイコンをクリックします。
[最大量（Maximum Quality）] フィールド

階層ごとの VM インスタンスの最大数。

[初期数量（Maximum Quality）] 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（Submit）] をクリックします。
ステップ 11 [アプリケーション（Application）] 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) [ベアメタルアプリケーションコンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to Bare Metal Application
Components）] ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。
名称

説明

[インスタンス名（Instance Name）] フィールド

baremetal インスタンスの名前。

[説明（Description）] フィールド

baremetal インスタンスの説明。

[ネットワーク（Network）] 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（Target 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（Target BMA）] ドロップダ
ウン リスト

baremetal イメージを選択します。

[ブレードタイプ（Blade Type）] ドロップダウン
リスト

APIC コンテナのブレード タイプとして次のいず
れかを選択します。
• ハーフ幅（Half Width）
• フル幅（Full Width）

[物理コンピューティング サービス クラス
（Physical Compute Service Class）] 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。

[物理ストレージ サービス クラス（Physical Storage 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。

c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 12 [次へ（Next）] 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（Add Entry to Contracts）] 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

[ルール名（Rule Name）] フィールド

ルールの名前。

[ルール説明（Rule Description）] フィールド

ルールの説明。

[プロトコル（Protocol）] 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（Apply Both Directions）] チェッ ソースから宛先へのトラフィック（またはその逆
クボックス
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（Select Source
Network）] ドロップダウン リスト

コントラクト ルールを適用するソース ネットワー
クを選択します。

[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）] 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（Action）] 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（Submit）] をクリックします。
ステップ 14 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 15 [ポリシー（Policy）] 画面で、次の手順を実行します。
a) [システムポリシー（System Policy）] ドロップダウンリストからポリシーを選択します。
b) [システム ポリシー（System Policy）] 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。
c) [システム ポリシー情報（System Policy Information）] 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（Policy name）] フィールド

システム ポリシーの名前。

[ポリシーの説明（Policy Description）] 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（VM Name Template）]
フィールド

VM 名に使用するテンプレート。

[VM名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

VM 名を検証するポリシーを選択します。

（注）

名前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。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス（End エンド ユーザに VM の名前またはプレフィックス
User VM Name or VM Prefix）] チェックボックス 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（Power On after
deploy）] 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（Host Name Template）] ホスト名のテンプレート。
フィールド
[ホスト名の検証ポリシー（Host Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

ホスト名を検証するポリシーを選択します。

[Linuxタイムゾーン（Linux Time Zone）] ドロップ Linux VM のタイム ゾーンを選択します。
ダウン リスト
[Linux VM最大ブート待機時間（Linux VM Max
Boot Wait Time）] ドロップダウン リスト

VM が起動中に一時停止する時間の長さを指定す
る時間を選択します。

[DNSドメイン（DNS Domain）] フィールド

DNS ドメインの名前。

[DNSサフィックスリスト（DNS Suffix List）]
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（DNS Server List）] フィール
ド

DNS サーバのリスト。

[VMイメージのタイプ（VM Image Type）] ドロッ VM イメージ タイプとして次のいずれかを選択し
プダウン リスト
ます。
• Windows と Linux
• Linux のみ
[VMアノテーションの定義（Define VM
Annotation）] チェックボックス
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d) [閉じる（Close）] をクリックします。
e) [コストモデル（Cost Model）] ドロップダウンリストからコスト モデルを選択し、チャージバックを計
算します。
f) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 16 [L4-L7サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] 画面で、レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス設定を編集しま
す。
ステップ 17 [送信（Submit）] をクリックします。

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（Policies）] > [リソースグループ（Resource Groups）] 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（Application Profile）] 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（Delete）] 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（Application Profile）] 確認ダイアログ ボックスで、[削除（Delete）] を
クリックします。
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章

テナントの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• APIC テナントのオンボーディング, 101 ページ
• APIC テナントのオフボーディング, 107 ページ

APIC テナントのオンボーディング
APIC テナントは基本的に Cisco UCS Director で ACI 用設定されたコンピューティング、ネット
ワーク、およびストレージ リソースを共有するお客様です。 次の図は、APIC テナント オンボー
ディング プロセスのエンドツーエンドのプロセスについて説明します。
図 1：APIC テナント オンボーディング プロセスのフロー
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APIC テナントのオンボーディング

Cisco UCS Director では、安全なテナント オンボーディングのための次のオーケストレーション
ワークフローが事前に設定されています。
• テナント オンボーディング - データストア クラスタ作成 - VNX：テナントのデータストア
クラスタを作成します。
• テナント オンボーディング - VNX：VNX ストレージ デバイスにユーザ グループのテナント
をオンボードします。
• MSP によるテナント オンボーディング：VNX ストレージ デバイスにマネージド サービス
プロバイダー（MSP）組織のテナントをオンボードします。
• 更新テナント - データストア クラスタ作成 - VNX：テナント データストア クラスタに VNX
データストアを追加します。
• 更新テナント - VNX：テナントの物理/仮想リソースを更新します。たとえば、物理サーバの
データストア サイズ、メモリ、CPU の数、vDC の数、フル幅およびハーフ幅ブレードの数、
予約済みスペースなど。
• Create_Multiple_Export_Rules：ルールをエクスポート ポリシーに追加します。
• NetApp テナント オンボーディング（旧版）：NetApp ストレージ デバイスにテナントをオン
ボードします。

（注）

NetApp テナント オンボーディング（旧版）ワークフローは、Cisco UCS Director
リリース 5.3 までサポートされます。 今後のリリースでは、オンボーディン
グ テナントに FlexPod ACI ワークフローを使用できます。

• FlexPod ACI - テナント インフラストラクチャ設定：APIC テナントの作成、テナント専用
NetApp ストレージの設定、NFS データストア接続用の ACI ファブリックの設定、および
ESXi クラスタへのテナント専用 NFS データストアのプロビジョニングを行います。 FlexPod
ACI - テナント インフラストラクチャ設定のワークフローを使用してシスコ アプリケーショ
ン セントリック インフラストラクチャを備えた FlexPod で Cisco UCS Director を導入する方
法については、『Deployment Guide for FlexPod with VMware vSphere 5.5 Update 1, Cisco UCS
Director and Cisco Nexus 9000 Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)』で VMware vSphere
および Cisco ACI Flexpod ACI UCSD CVD を備えた FlexPod のためのシスコ検証済みデザイン
を参照できます。
• FlexPod ACI - ゲスト接続された ISCSI のテナント インフラストラクチャ サポートの有効化：
NetApp ストレージで iSCSI サポートを設定し、ACI ファブリックを通じてストレージ仮想マ
シンから ESXi クラスタへの iSCSI-A および iSCSI-B パスを設定します。
• FlexPod ACI - VM アプリケーションの一貫性のあるスナップショットへの接続の有効化：
NetApp SnapDrive ソフトウェアで定義された接続要件に合わせ、テナント専用 VMNET EPG
とテナント ストレージ仮想マシン管理 EPG 間で ACI 契約を設定します。
• UCSM でのブレードの予約：テナントの Cisco UCS Manager でハーフ幅またはフル幅のブレー
ドを予約します。
• テナント オンボーディング - L2 アウト：APIC テナントのレイヤ 2 アウト設定を設定します。
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• テナント オンボーディング - L3 アウト：APIC テナントのレイヤ 3 アウト設定を設定します。
このワークフローを実行する場合は、イーサネット インターフェイス、BGP ID、およびサ
ブネット IP アドレスを設定します。 [ワークフローデザイナ（Workflow Designer）] ダイア
ログボックスで、SSH コマンド タスクをダブルクリックし、[次へ（Next）] をクリックして
[タスク入力（Task Inputs）] 画面に移動します。 次のタスク入力値を編集します。
• interface ethernet 1/49.${GenerateVLANfrompool_820.OUTPUT_VLAN_ID}
• interface ethernet 1/50.${GenerateVLANfrompool_820.OUTPUT_VLAN_ID}
• router bgp 10
• neighbor ${GetIPAddressFromIPSubnet_7135.IPAddress} remote-as 100
• neighbor ${GetIPAddressFromIPSubnet_7136.IPAddress} remote-as 100
事前に設定されたテナントオンボーディングワークフローを実行して、テナントをオンボードで
きます。 ワークフローの実行方法については、『Cisco UCS Director Orchestration Guide』を参照し
てください。

使用例：VNX テナント オンボーディング
ここでは、ユーザ インターフェイスを通じてマネージド サービス プロバイダー（MSP）の組織
向けの VNX ストレージ デバイス上でテナントをオンボードする際の段階的なプロセスについて
説明します。

ステップ 1

ポッドを追加します。 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 2

ポッドに次のタイプのアカウントを追加します。
• 物理コンピューティング：Cisco UCS Manager
• 物理ストレージ：EMC VNX Unified
• 物理ネットワーク：APIC アカウント。 詳細については、APIC アカウントの追加, （5 ページ）を
参照してください。
• 仮想アカウント：VMware
物理/仮想アカウント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 3

[リソースグループへのポッドの追加（Add Pod to Resource Group）] オプションを使用してポッドをリソー
ス グループに追加し、ポッド内のアカウントをリソース グループに関連付けます。 詳細については、リ
ソース グループへのポッドの追加, （52 ページ）を参照してください。

ステップ 4

リソース グループを選択し、[編集（Edit）] をクリックして各アカウントの環境固有の入力を定義しま
す。 詳細については、リソース グループの編集, （50 ページ）を参照してください。
VNX テナントのオンボーディング用に定義する必要がある環境変数は次のとおりです。

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
103

テナントの管理
使用例：VNX テナント オンボーディング

• 仮想コンピューティング
◦ コンテナの親フォルダ：新しく作成したコンテナを追加するフォルダ。
◦ IP サブネット プール ポリシー：APIC コンテナは Cisco UCS Director 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。
• 仮想ストレージ：なし。
• 仮想ネットワーク
• 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
• フル幅ブレード用のサービス プロファイル テンプレート：このサービス プロファイル テンプ
レートはサービス プロファイルを作成するために使用されます。 サービス プロファイルを作成
すると、サービス プロファイルで、サービス プロファイル テンプレートに関連付けられたサー
バ プールから空きサーバが選択されます。 この環境変数は VNX テナント オンボーディングに
使用されます。
• ハーフ幅ブレード用のサービス プロファイル テンプレート：このサービス プロファイル テン
プレートはサービス プロファイルを作成するために使用されます。 サービス プロファイルを作
成すると、サービス プロファイルで、サービス プロファイル テンプレートに関連付けられた
サーバ プールから空きサーバが選択されます。 この環境変数は VNX テナント オンボーディン
グに使用されます。
• 物理ストレージ
◦ SP ポート：物理ストレージ アカウント用のストレージ プロセッサ（SP）ポート。
• 物理ネットワーク
• DPC 静的パス 1：最初の Direct Port Channel（DPC）の静的パス。
• DPC 静的パス 2：2 番目の DPC の静的パス。
• L2 物理ドメイン：レイヤ 2 の物理ドメイン。
（注）

レイヤ 2 設定でテナントをオンボードするには、DPC 静的パスおよび L2 物理ドメインの
値を設定します。

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
104

テナントの管理
使用例：VNX テナント オンボーディング

（注）

レイヤ 3 設定でテナントをオンボードするには、次の変数の値を設定します：IP サブネッ
ト プール ポリシー、L3 VLAN プール、ルーテッド サブインターフェイス パス、ノード、
Nexus スイッチ、およびループバック IP サブネット プール ポリシー。

ステップ 5

提供サービスを追加し、それぞれのリソース タイプのサービス クラスを定義します（物理コンピューティ
ング、物理ストレージ、物理ネットワーク、仮想コンピューティング、仮想ストレージ、仮想ネットワー
ク）。 提供サービスは、テナントのリソース要件を定義します。 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, （30 ページ）を参照してください。

ステップ 6

テナント プロファイルを追加します。 [テナントプロファイルの追加（Add Tenant Profile）] ダイアログ
ボックスで、ステップ5で追加した提供サービスを選択し、リソースグループを提供サービスに追加しま
す。 テナント プロファイルの追加方法の詳細については、テナント プロファイルの追加, （55 ページ）
を参照してください。

ステップ 7

次のように Cisco UCS Director のサービス プロバイダー機能を有効にします。
a) メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [サービスプロバイダー機能（Service
Provider Feature）] を選択します。
b) [サービスプロバイダー機能の有効化（システムの再起動が必要）（Enable Service Provider Feature
(Requires System Restart)）] チェックボックスをオンにします。 第 1 レベルと第 2 レベルの組織名が表
示されます。
c) [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

アプライアンスを再起動してサービス プロバイダーを有効にします。
（注）
MSP によるテナント オンボーディング - VNX ワークフロー（[APIC使用例（APIC Usecases）]
> [テナント使用例（Tenant Usecases）] > [VNXストレージテナントの使用例（VNX Storage Tenant
Usecases）]）が [ワークフロー（Workflows）] タブ（[ポリシー（Policies）] > [オーケストレー
ション（Orchestration）]）で使用可能な場合、アプライアンスを再起動する前に MSP によるテ
ナント オンボーディング - VNX ワークフローを削除します。 デフォルトでは、MSP 組織の作
成タスクは MSP によるテナント オンボーディング - VNX ワークフローで使用できません。 ワー
クフローでサービス プロバイダーを有効にし、MSP 組織の作成タスクを取得するには、ワーク
フローを削除してシステムを再起動する必要があります。
アプライアンスを再起動すると、MSP によるテナント オンボーディング - VNX ワークフローが [ワーク
フロー（Workflows）] タブに表示されます。

ステップ 9

VNX テナント オンボーディングのワークフローを編集し、次のように必要な入力値を入力します。
a) [ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択し、[ワークフロー（Workflow）]
タブをクリックします。
b) [APIC使用例（APIC Usecases）] > [テナント使用例（Tenant Usecases）] > [VNXストレージテナントの
使用例（VNX Storage Tenant Usecases）] を選択します。
c) MSP によるテナント オンボーディング - VNX ワークフローを選択し、[ワークフローの編集（Edit
Workflow）] をクリックします。
d) [ワークフローの詳細の編集（Edit Workflow Details）] 画面で、必要な変更を行います。
e) [次へ（Next）] をクリックします。
f) [ユーザ入力の編集（Edit User Inputs）] 画面で、次の手順を実行します。
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• 物理サーバの予約済みスペース、データストアのサイズ制限、VM オーバー サブスクリプション、
および CPU 予約に対する値を設定します。 たとえば、次のように値を設定することができます。
◦ 物理サーバの予約済みスペース：10 GB
◦ データストアのサイズ制限（GB）：75 GB
◦ VM オーバー サブスクリプション：5
◦ CPU 予約（MHz）：2000
g) [次へ（Next）] をクリックします。
h) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 10 VNX テナント オンボーディングのワークフローを選択し、[ワークフローの検証（Validate Workflow）]
をクリックしてワークフローを検証します。
ステップ 11 VNX テナント オンボーディングのワークフローをダブルクリックします。
ステップ 12 [ワークフローデザイナ（Workflow Designer）] ダイアログボックスで、[ワークフロープロパティの編集
（Edit Workflow Properties）] をクリックして、タスクを表示し、必要に応じてこのワークフローのタスク
入力マッピングに使用するユーザ入力を編集します。
ステップ 13 次のようにテナント オンボーディングに対し詳細なタイプのカタログを追加し、カタログを公開します。
a) メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [カタログ（Catalogs）] の順に選択します。
b) [追加（Add）] をクリックします。
c) [カタログタイプ（Catalog Type）] ドロップダウンリストで、[詳細（Advanced）] を選択します。
d) [カタログの追加（Add Catalog）] ダイアログボックスで、カタログの基本情報を入力します。
e) [次へ（Next）] をクリックします。
f) [vAppワークフロー（vApp Workflow）] 画面で、[選択（Select）] をクリックし、VNX テナント オン
ボーディングのワークフローを選択します。
g) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 14 カタログを公開後、次のいずれかの方法でテナントをオンボードできます。
• サービス リクエストを作成します。
1 メニュー バーで、[組織（Organizations）] > [サービスリクエスト（Service Requests）] の順に選択
します。
2 [サービスリクエスト（Service Requests）] タブをクリックします。
3 [リクエストの作成（Create Request）] をクリックします。
4 [サービスリクエストの作成（Create Service Request）] ダイアログボックスで、[グループ
（Group）]、[カタログタイプ（Catalog Type）]（詳細）、および [カタログ（Catalog）]（ステッ
プ 13 で作成されます）を選択します。
5 [次へ（Next）] をクリックします。
6 [カスタムワークフロー（Custom Workflow）] 画面で、カスタム ワークフローの入力値を入力しま
す。
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7 サービス リクエストの概要を確認します。
8 [送信（Submit）] をクリックします。
• REST API：userAPISubmitVAppServiceRequest を使用。
1 メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択しま
す。
2 [REST APIブラウザ（REST API Browser）] タブをクリックします。
3 [REST APIブラウザ（Rest API Browser）] タブの右上隅にある [検索（Search）] フィールドに
userAPISubmitVAppServiceRequest と入力します。
4 [userAPISubmitVAppServiceRequest] をダブルクリックします。 REST API ブラウザに次のタブが表
示されます：[APIの例（API Examples）]、[詳細（Details）]、[概要（Summary）]
5 [APIの例（API Examples）] タブで、[URLの生成（Generate URL）] をクリックします。
6 param0 変数で、カタログ名を渡します。
7 param1 変数で、テナント名、テナントの説明、MSP 管理者の詳細、データストアのサイズ、メモ
リ予約、CPU の数、VDC の数、ハーフ幅ブレードの数、フル幅ブレードの数、L2 または L3 外部
ネットワークの設定、L2 VLAN ID、L2 IP サブネット、および必要なレプリケーションなどのテ
ナントの詳細を渡します。
（注）
レイヤ 2 設定がないテナントのオンボーディングの場合は、次の変数の値として何も渡
しません：L2 または L3 外部ネットワークの設定、L2 VLAN ID、および L2 IP サブネッ
ト。
8 [REST APIの実行（Execute REST API）] をクリックします。 REST API ブラウザの [応答
（Response）] フィールドにサービス リクエスト ID が表示されます。
9 [組織（Organizations）] > [サービスリクエスト（Service Requests）] を選択します。 [サービスリ
クエスト（Service Request）] タブで、サービス リクエストを選択し、[詳細の表示（View Details）]
をクリックして、サービス リクエストのワークフロー ステータスとログの詳細を表示します。

APIC テナントのオフボーディング
ステップ 1

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

ステップ 2

[テナントのプロファイル（Tenant Profile）] タブをクリックします。

ステップ 3

テナント プロファイルを選択して、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。
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テナント プロファイルを使用してオンボードされたテナントが表示されます。
ステップ 4

オフボードするテナントを選択し、[削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 5

[テナント（Tenant）] ダイアログボックスで、[削除（Delete）] をクリックしてテナントの削除を確認しま
す。
テナントに関連して作成されるサービス リクエストがロールバックされます。
（注）
または、[テナント（Tenant）] タブ（[ポリシー（Policies）] > [リソースグループ（Resource
Groups）]）からテナントを削除できます。 [テナント（Tenant）] タブで、テナントを選択し、
[削除（Delete）] をクリックします。
テナントがコンテナに関連付けられている場合は、エラー メッセージが表示されます。 テナントに関連
付けられたリソースとコンテナを完全にクリーンアップするためにサービス リクエストを完全にロール
バックする必要があります。 [アーカイブ（Archive）] アクション（[組織（Organizations）] > [サービスリ
クエスト（Service Requests）]）を使用するか、または userAPIRollbackWorkflow API を使用してサービス
リクエストをロールバックできます。
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多層アプリケーションの展開
この章は、次の内容で構成されています。
• 多層 APIC アプリケーションの展開について, 109 ページ

多層 APIC アプリケーションの展開について
Cisco UCS Director で多層 Application Policy Infrastructure Controller（APIC）アプリケーションを展
開するには、アプリケーションプロファイルを作成するか、既存のアプリケーションプロファイ
ルを使用する必要があります。 アプリケーション プロファイルで定義する項目は次のとおりで
す。
• 関連するテナント プロファイル用のアプリケーション リソースを提供するためのアプリケー
ション セントリック インフラストラクチャ（ACI）ネットワーク層。
• アプリケーション コンポーネントごとの Cisco UCS 物理リソース、仮想リソース、コンピュー
ティング リソース、およびストレージ リソースの容量と品質を定義する適切なリソース グ
ループ。
• アプリケーションに適したサービス品質とセキュリティを提供する必要がある ACI ネット
ワーク サービス。
アプリケーションプロファイルの作成方法の詳細については、アプリケーションプロファイルの
追加, （76 ページ）を参照してください。
APIC コンテナを使用して多層 APIC アプリケーションを展開できます。 詳細については、『Cisco
UCS Director Application Container Guide』を参照してください。

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