
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, 1 ページ

• APICレポートの表示, 4 ページ

• ポッドへの APICアカウントの割り当て, 23 ページ

• APICフェイルオーバーの処理, 24 ページ

APIC アカウントの追加

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。

（注）
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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。

（注）

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。

説明名称

アカウントタイプが表示されます。[アカウントタイプ（Account Type）]フィールド

マルチドメインアカウント名。[アカウント名（Account Name）]フィールド

マルチドメインの説明。[説明（Description）]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。[ポッド（Pod）]フィールド

APICサーバの IPアドレス。[サーバ IP（Server IP）]フィールド

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。

[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

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。

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。

（注）

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

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。

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

（注）

[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

パスワードがユーザ名に関連付けられます。

[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。プロ

トコルを [https]として選択します。

[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。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。

[ポート（Port）]フィールド

このアカウントを使用する管理者または個人の電子

メールアドレス。

[連絡先（Contact）]フィールド

アカウントと関連付けられたデバイスの場所。[ロケーション（Location）]フィールド

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。

説明名称

APICコントローラのシステム概要と要約を表示し
ます。

[要約（Summary）]タブ
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説明名称

[ファブリックノード（Fabric Nodes）]タブ
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説明名称

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（FanSlots）]：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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説明名称

[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。

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。

[システム（System）]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。

[ファブリックメンバーシップ（Fabric
Memberships）]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。

[物理ドメイン（Physical Domains）]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（ViewDetails）]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。

[テナントの健全性（Tenants Health）]タブ
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説明名称

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（ViewDetails）]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（LineCardsHealth）]：
ラインカードの健全性スコアを表示します。

[ノードの健全性（Nodes Health）]タブ

アクセスエンティティプロファイルの名前と説明

を表示します。

アクセスエンティティプロファイルの詳細を表示

するには、エンティティプロファイルを選択して、

[詳細の表示（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。

[アクセスエンティティプロファイル（AccessEntity
Profile）]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。

[リンクレベルポリシー（Link Level Policy）]タブ
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説明名称

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（ViewDetails）]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。

[VLANプール（VLAN Pool）]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。

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

[LLDPインターフェイスポリシー]タブ

リーフポリシーグループの名前と説明を表示しま

す。

[リーフポリシーグループ（Leaf Policy Group）]タ
ブ
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説明名称

[テナント（Tenant(s)）]タブ

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
10

APIC アカウントの設定
APIC レポートの表示



説明名称

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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説明名称

されます。

◦ [外部ネットワーク（ExternalNetwork）]：
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（ViewDetails）]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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説明名称

• [外部ルーテッドネットワーク（ExternalRouted
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（ViewDetails）]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（LogicalNodes）]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（BGPPeerConnectivity
）]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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説明名称

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（ExternalNetwork）]：
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（BGPTimers）]：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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説明名称

• [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（EndPointRetention）]：
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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説明名称

• [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（CustomQOS）]：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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説明名称

• [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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説明名称

• [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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説明名称

• [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（ViewDetails）]
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（ConcreteDevice）]：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（ViewDetails）]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（ViewDetails）]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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説明名称

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（L3Domain）]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（VLANPool）]フィールド：[選
択（Select）]をクリックし、VLANプールを
選択します。

L3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（L2Domain）]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（VLANPool）]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
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説明名称

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（ViewDetails）]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（ViewDetails）]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。

[VMネットワーキング（VM Networking）]タブ
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説明名称

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（ViewDetails）]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。

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

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

[L2ネイバー（L2 Neighbors）]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。

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

EPGとの契約アソシエーションの詳細を表示しま
す。

EPGと契約の関連付け
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説明名称

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
AggregationControl 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。

[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スイッチプロファイル
を表示します。

[ファブリックスイッチプロファイル（FabricSwitch
Profiles）]タブ

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 UCSDirector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。

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
24

APIC アカウントの設定
APIC フェイルオーバーの処理


	APIC アカウントの設定
	APIC アカウントの追加
	APIC レポートの表示
	ポッドへの APIC アカウントの割り当て
	APIC フェイルオーバーの処理


