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。
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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
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
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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, （
24 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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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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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。

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
7

リソース グループの管理
提供サービスの編集

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
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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, （43 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, （2 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, （29 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, （2 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、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。

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。
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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, （2 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、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
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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。

リソース グループの管理
ASAv VM 導入ポリシー

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、
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, （2 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、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。
名称

説明

[VM名（VM Name）] フィールド

VM の名前。
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名称

説明

[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, （45 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, （2 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、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。
a) [+] アイコンをクリックします。
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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。
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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 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, （45 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、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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