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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（ViewDetails）]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。

説明名称

提供サービスの名前。[名前（Name）]フィールド

提供サービスの説明。[説明（Description）]フィールド

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。

説明名称

サービスクラスの名前。[名前（Name）]フィールド

サービスクラスの説明。[説明（Description）]フィールド

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。

[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
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説明名称

アプリケーション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：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。

[アプリケーションのリソース割り当てのタイプ
（Resource Allocation type for Application）]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

[リソースタイプ（Resource Type）]ドロップダウ
ンリスト

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。

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。

重要

[リソースタグ（Resource Tag）]テーブル

テーブルからリソース機能を選択します。

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。

重要

[リソース機能（Resource Capability）]テーブル

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。

説明名称

提供サービスの名前。[名前（Name）]フィールド

提供サービスの説明。[説明（Description）]フィールド

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。

説明名称

サービスクラスの名前。[名前（Name）]フィールド

サービスクラスの説明。[説明（Description）]フィールド
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説明名称

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。

[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

アプリケーション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：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。

[アプリケーションのリソース割り当てのタイプ
（Resource Allocation type for Application）]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

[リソースタイプ（Resource Type）]ドロップダウ
ンリスト

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。

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。

重要

[リソースタグ（Resource Tag）]テーブル
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説明名称

テーブルからリソース機能を選択します。

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。

重要

[リソース機能（Resource Capability）]テーブル

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。

[リソース容量（Resource Capacity）]テーブル

ステップ 9 （任意） 設定済みのサービスクラスの値を編集するには、鉛筆アイコンをクリックします。

ステップ 10 （任意）提供サービスから設定済みのサービスクラスを削除するには、十字アイコンをクリックします。

ステップ 11 [送信（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。

説明名称

提供サービスの名前。[名前（Name）]フィールド

提供サービスの説明。[説明（Description）]フィールド
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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。

説明名称

サービスクラスの名前。[名前（Name）]フィールド

サービスクラスの説明。[説明（Description）]フィールド

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。

[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

アプリケーション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：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。

[アプリケーションのリソース割り当てのタイプ
（Resource Allocation type for Application）]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

[リソースタイプ（Resource Type）]ドロップダウ
ンリスト
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説明名称

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。

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。

重要

[リソースタグ（Resource Tag）]テーブル

テーブルからリソース機能を選択します。

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。

重要

[リソース機能（Resource Capability）]テーブル

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。

[リソース容量（Resource Capacity）]テーブル

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。

提供サービスの削除

使用中の提供サービスは削除できません。（注）

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。

• NFSVLAN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。

• BMAEPGエンティティ：CiscoUCSDirectorBaremetalAgent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。

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。

（注）

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。

APIC（物理ネット
ワーク）

VMware アカウントEMC VNX Unified物理コンピューティ

ング：Cisco UCS
Manager

DPC静的パス 1（L2
構成の場合）

DVスイッチ -仮想ネット
ワーク

SPポート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

DPC静的パス 2（L2
構成の場合）

VMware用のVMMドメイン
-仮想ネットワーク

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

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）

L3VLAN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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APIC（物理ネット
ワーク）

VMware アカウントEMC VNX Unified物理コンピューティ

ング：Cisco UCS
Manager

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。

VMware アカウントNetAppAPIC アカウント

DVスイッチVLANプールIPプール

VMware用の VMMドメイン -
仮想ネットワーク

NetApp用の物理ドメイン

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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VMware アカウントNetAppAPIC 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。

仮想ネットワークNetAppAPIC アカウント

DVスイッチVLANプールIPプール

VMware用のVMMドメイ
ン

NetApp静的パス

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（AddEntry 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（ViewDetails）]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。

説明名称

リソースグループの名前。[名前（Name）]フィールド

リソースグループの説明。[説明（Description）]フィールド

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（VirtualCompute）]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（AddEntry to SelectedEnvironments）]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（SelectedCapabilities）]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。
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。

（注）
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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（SelectedCapabilities）]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。
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。

（注）

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（AddEntry to SelectedEnvironments）]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（SelectedCapabilities）]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。
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。

（注）

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。

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
17

リソースグループの管理

リソースグループの追加



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（AddEntry toComputeAccounts）]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（AddEntry to SelectedEnvironments）]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（SelectedCapabilities）]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（SelectedCapabilities）]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。
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。

（注）

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（AddEntry to SelectedEnvironments）]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（SelectedCapabilities）]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（SelectedCapabilities）]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。
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。

（注）

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（AddEntry to SelectedEnvironments）]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。
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。

（注）

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（L4L7Devices）]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。

説明名前

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。

[ファイアウォールタイプ（FirewallType）]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）]を選択した場合は、次のフィールドが表示され
ます。

[選択（Select）]をクリックし、仮想アカウントを
選択します。

[仮想アカウント（Virtual Accounts）]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。

[VM導入ポリシー（VM Deployment Policy）]
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。

[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、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。

[管理IPプール（Management 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。

[HA IPプール（HA IP Pool）]フィールド

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。

[選択（Select）]をクリックし、APICアカウント
を選択します。

[APICアカウント（Apic Accounts）]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。
[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のポート番号。[ポート（Port）]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。

[ユーザ名（Username）]フィールド
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説明名前

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。

[パスワード（Password）]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。

[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、静的パスを選択し
ます。

[静的パス（Static Path）]フィールド

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。

説明名前

ロードバランサタイプとして [仮想（Virtual）]
または [物理（Physical）]を選択します。

[ロードバランサタイプ（Load Balancer Type）]ド
ロップダウンリスト

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。

[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

[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。

[APICアカウント（Apic Accounts）]フィールド

NetScalarデバイスに到達するために使用される IP
アドレス。

[ロードバランサIP（Load Balancer IP）]フィール
ド

NetScalarデバイスのポート番号。[ポート（Port）]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。

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

NetScalarデバイスへのアクセスに使用されるユー
ザ名。

[ユーザ名（Username）]フィールド
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説明名前

NetScalarデバイスへのアクセスに使用されるパス
ワード。

[パスワード（Password）]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。

[機能プロファイル（FunctionProfile）]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。

[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

[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。

[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、静的パスを
選択します。

[静的パス（Static Path）]フィールド

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（EditResourceGroup）]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。

説明名称

リソースグループの名前。[名前（Name）]フィールド

リソースグループの説明。[説明（Description）]フィールド

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（PhysicalNetwork）]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（L4L7Devices）]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。

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。

（注）

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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説明名称

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。

[選択（Select）]ドロップダウンリスト

リソースグループに追加するポッドを選択します。[ポッド（Pod）]フィールド

ステップ 5 [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。

[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。

（注）
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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。

説明名称

タグの名前を選択します。[タグ名（Tag Name）]ドロップダウンリスト

タグの値を選択します。[タグ値（Tag Value）]ドロップダウンリスト

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。

説明名称

タグの名前を選択します。[タグ名（Tag Name）]ドロップダウンリスト

タグの値を選択します。[タグ値（Tag Value）]ドロップダウンリスト

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

使用中のリソースグループは削除できません。（注）

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。

説明名称

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。

[名前（Name）]フィールド

テナントプロファイルの説明。[説明（Description）]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。

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。

（注）

[提供サービス（Service Offering）]フィールド

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。

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

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。

（注）

ステップ 7 [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 UCSManagerアカウントを選択し、[UCS検出済みサーバ（UCSDiscovered 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。

説明名称

テナントプロファイルの名前。[名前（Name）]フィールド

テナントプロファイルの説明。[説明（Description）]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。

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。

（注）

[提供サービス（Service Offering）]フィールド

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。

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

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。

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。

（注）

ステップ 8 [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。

説明名称

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。

[名前（Name）]フィールド

テナントプロファイルの説明。[説明（Description）]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。

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。

（注）

[提供サービス（Service Offering）]フィールド
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説明名称

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。

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

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。

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。

（注）

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

テナントプロファイルの削除

使用中のテナントプロファイルは削除できません。（注）

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、CiscoUCSDirector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。

説明名前

[ポリシー仕様（Policy Specification）]ペイン

ファイアウォールポリシーの名前。[名前（Name）]フィールド

ファイアウォールポリシーの説明。[説明（Description）]フィールド

[ACL仕様（ACL(s) Specification）]ペイン
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説明名前

[ACL（ACL(s)）]フィールド
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説明名前

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（AddEntry）]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（SourceAny）]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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説明名前

[接続先アドレス（DestinationAddress）]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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説明名前

ファイアウォールポリシーに対して定義されたブ

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（IPv4AddressValue）]フィー
ルド：ブリッジグループの管理 IPアドレス。

[ブリッジグループインターフェイス（BridgeGroup
Interface(s)）]フィールド

[インターフェイス仕様（Interface(s) Specification）]ペイン
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説明名前

[インターフェイス（Interface(s)）]フィールド
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説明名前

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（InterfaceName）]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
forVirtual 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（OutboundACL）]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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説明名前

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としてインターフェイスを選

択します。

[外部インターフェイス（External Interface）]ドロッ
プダウンリスト

内部インターフェイスとしてインターフェイスを選

択します。

[内部インターフェイス（Internal Interface）]ドロッ
プダウンリスト

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（CreateNetwork 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。

説明名前

[ポリシー仕様（Policy Specification）]ペイン

APICネットワークポリシーの名前。[名前（Name）]フィールド
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説明名前

APICネットワークポリシーの説明。[説明（Description）]フィールド

[プライベートネットワーク仕様（Private Network Specification）]ペイン

次のいずれかを実行します。

• [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。

[プライベートネットワーク（Private Network）]ド
ロップダウンリスト

[サブネット仕様（Subnet Specification）]ペイン

サブネットを作成する場合に、このチェックボック

スをオンにします。

[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。

[サブネットの作成（Create Subnet）]チェックボッ
クス

[EPG仕様（EPG Specification）]ペイン

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。

[EPGの作成（Create EPG）]チェックボックス

EPGに割り当てる必要のある QOS名。[QOS]フィールド
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説明名前

[EPG仕様（EPG Specification）]ペイン

ドメインをすぐに展開するかまたは必要に応じて展

開するかを選択します。

[導入の緊急度（Deploy Immediacy）]ドロップダウ
ンリスト

ポリシーがリーフノードにどのように適用される

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（OnDemand）]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。

[解決の緊急度（Resolution Immediacy）]ドロップダ
ウンリスト

ブリッジドメインのフォワーディング方式（[最適
化（Optimize）]または [カスタム（Custom）]）を
選択します。

[フォワーディング（Forwarding）]ドロップダウン
リスト

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
宛先のフォワーディング方式を選択します。

[L2不明なユニキャスト（L2 Unknown Unicast）]ド
ロップダウンリスト

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。

[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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説明名前

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。 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。

[ARPフラッディング（ARPFlooding）]チェックボッ
クス

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。

[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 [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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説明名前

ASAv VM導入ポリシーの名前。[ポリシー名（Policy Name）]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。

[ASAv OVF]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。

[VM名（VM Name）]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。[ポート（Port）]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。

[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

使用されるパスワード。

[パスワード（Password）]フィールド

仮想ディスクフォーマットを選択します。プロビ

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。

[ディスク形式（DiskFormat）]ドロップダウンリス
ト

ホスト vCPUカウントを選択します。このカウン
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。

[ホストvCPUカウント（Host vCPU Count）]ドロッ
プダウンリスト

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。

説明名前

[L4-L7サービスの仕様（L4-L7 Service Specification）]ペイン

レイヤ 4～レイヤ 7サービスポリシーの名前。[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説明。[説明（Description）]フィールド
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説明名前

オンにした場合は、ファイアウォールサービスに

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（AllowFirewall）]
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（DevicePackage）]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。

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。

（注）

[ファイアウォールを許可（AllowFirewall）]チェッ
クボックス
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説明名前

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。

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。

（注）

• [デバイスパッケージ（DevicePackage）]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（EnableLoad
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。

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

[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。

説明名称

アプリケーションプロファイルの階層名、説明、

物理ネットワークサービスクラス、および仮想ネッ

トワークサービスクラスを表示します。

階層

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

ングサービスクラス、および仮想ストレージサー

ビスクラスが表示されます。

VM

アプリケーションプロファイルの 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。

BM

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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説明名称

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。

[名前（Name）]フィールド

アプリケーションプロファイルの説明。[説明（Description）]フィールド

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。

説明名称

[選択（Select）]をクリックし、リストから提供サー
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。

[提供サービス（Service Offering）]ドロップダウン
リスト

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。

[ネットワーク（Networks）]フィールド

ステップ 7 （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（AddEntry toNetworks）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力します。

説明名称

ネットワークの名前。[ネットワーク（Network）]フィールド

ネットワークの説明。[説明（Description）]フィールド
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説明名称

ネットワークタイプとして次のいずれかを選択し

ます。

•内線

•外部

•インフラストラクチャ

•フェールオーバー

[ネットワークタイプ（Network Type）]ドロップダ
ウンリスト

このフィールドは、ネットワークタイプを [内部
（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。

[APICネットワークポリシー（APICNetworkPolicy）]
ドロップダウンリスト

このフィールドは、ネットワークタイプを [外部
（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。

[L2/L3選択（L2/L3Selection）]ドロップダウンリス
ト

このフィールドは、ネットワークタイプを [外部
（External）]と選択した場合にのみ表示されます。
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。

[テナントで使用可能な既存のL2/L3アウト設定を使
用する（Use Existing L2/L3 Out config available in the
tenant）]チェックボックス

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（VMBased 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（AddEntry toVMBasedApplication

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。

説明名称

VMの名前。[VM名（VM Name）]フィールド
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説明名称

VMの説明。[説明（Description）]フィールド

リストからネットワークを選択します。[ネットワーク（Network）]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（ImageTagbased
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。

[イメージ選択タイプ（Image Selection Type）]ド
ロップダウンリスト

イメージのリストから VMイメージを選択しま
す。リストは、[イメージ選択タイプ（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。

次の基準を満たすイメージの選択肢が表

示されます。

（注）

• 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。

[VMイメージ（VMimage）]ドロップダウンリス
ト

仮想コンピューティングカテゴリのサービスク

ラスを選択します。

[仮想コンピューティングサービスクラス（Virtual
Compute Service Class）]ドロップダウンリスト

仮想ストレージカテゴリのサービスクラスを選

択します。

[仮想ストレージサービスクラス（Virtual Storage
Service Class）]ドロップダウンリスト
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説明名称

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

VMネットワークインターフェイスを追加するに
は、[+]アイコンをクリックします。

[VMネットワークインターフェイス（VMNetwork
Interfaces）]フィールド

階層ごとの VMインスタンスの最大数。[最大量（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。
[初期数量（Maximum Quality）]フィールド

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（BareMetalApplicationComponents）]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。

説明名称

baremetalインスタンスの名前。[インスタンス名（Instance Name）]フィールド

baremetalインスタンスの説明。[説明（Description）]フィールド

ネットワークを選択します。[ネットワーク（Network）]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。

[ターゲット BMA（Target BMA）]ドロップダウ
ンリスト
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説明名称

baremetalイメージを選択します。[Bare Metalイメージ（Target BMA）]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）

[ブレードタイプ（Blade Type）]ドロップダウン
リスト

物理コンピューティングカテゴリのサービスク

ラスを選択します。

[物理コンピューティングサービスクラス
（Physical Compute Service Class）]ドロップダウ
ンリスト

物理ストレージ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
Service Class）]ドロップダウンリスト

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。

説明名称

ルールの名前。[ルール名（Rule Name）]フィールド

ルールの説明。[ルール説明（Rule Description）]フィールド

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

ソースから宛先へのトラフィック（またはその逆

のトラフィック）に対して同じコントラクトを適

用する場合に、このチェックボックスをオンにし

ます。

[双方向を適用する（ApplyBothDirections）]チェッ
クボックス

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。

[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宛先ネットワーク

を選択します。

[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）]ドロップダウンリスト

通信に対して実行するアクションを選択します。

•承認

•削除

•却下

[アクション（Action）]ドロップダウンリスト

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。

説明名称

システムポリシーの名前。[ポリシー名（Policy name）]フィールド

システムポリシーの説明。[ポリシーの説明（PolicyDescription）]フィールド

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
54

リソースグループの管理

アプリケーションプロファイルの追加



説明名称

VM名に使用するテンプレート。

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。

（注）

[VM名のテンプレート（VM Name Template）]
フィールド

VM名を検証するポリシーを選択します。[VM名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）]ドロップダウンリスト

エンドユーザにVMの名前またはプレフィックス
の指定を許可する場合に、このチェックボックス

をオンにします。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス（End
User VM Name or VM Prefix）]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。

[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。[ホスト名のテンプレート（HostNameTemplate）]
フィールド

ホスト名を検証するポリシーを選択します。[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

Linux VMのタイムゾーンを選択します。[Linuxタイムゾーン（LinuxTimeZone）]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。

[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

DNSドメインの名前。[DNSドメイン（DNS Domain）]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サフィックスリスト（DNS Suffix List）]
フィールド

DNSサーバのリスト。[DNSサーバリスト（DNS Server List）]フィール
ド

VMイメージタイプとして次のいずれかを選択し
ます。

• Windowsと Linux

• Linuxのみ

[VMイメージのタイプ（VM Image Type）]ドロッ
プダウンリスト

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。

[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（CostModel）]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-L7ServicePolicy）]画面で、[L4-L7サービスの設定（ConfigureL4-L7Service）]
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（AddEntry toApplication
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。

説明名前

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

外部階層を選択します。[プロバイダー（Provider）]ドロップダウンリス
ト

[ファイアウォール（Firewall）]または [ロードバ
ランサ（LoadBalancer）]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。

[サービス（Services）]フィールド

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。

説明名称

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。

[名前（Name）]フィールド

アプリケーションプロファイルの説明。[説明（Description）]フィールド

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。

説明名称

[選択（Select）]をクリックし、リストから提供サー
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。

[提供サービス（Service Offering）]ドロップダウン
リスト

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。

[ネットワーク（Networks）]フィールド

ステップ 8 （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（AddEntry toNetworks）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力します。

説明名称

ネットワークの名前。[ネットワーク（Network）]フィールド

ネットワークの説明。[説明（Description）]フィールド

ネットワークタイプとして次のいずれかを選択し

ます。

•内線

•外部

•インフラストラクチャ

•フェールオーバー

[ネットワークタイプ（Network Type）]ドロップダ
ウンリスト

このフィールドは、ネットワークタイプを [内部
（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。

[APICネットワークポリシー（APICNetworkPolicy）]
ドロップダウンリスト

このフィールドは、ネットワークタイプを [外部
（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。

[L2/L3選択（L2/L3Selection）]ドロップダウンリス
ト

このフィールドは、ネットワークタイプを [外部
（External）]と選択した場合にのみ表示されます。
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。

[テナントで使用可能な既存のL2/L3アウト設定を使
用する（Use Existing L2/L3 Out config available in the
tenant）]チェックボックス

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 VMApplication Components）]
ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。

説明名称

VMの名前。[VM名（VM Name）]フィールド

VMの説明。[説明（Description）]フィールド

リストからネットワークを選択します。[ネットワーク（Network）]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（ImageTagbased
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。

[イメージ選択タイプ（Image Selection Type）]ド
ロップダウンリスト

イメージのリストから VMイメージを選択しま
す。リストは、[イメージ選択タイプ（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。

次の基準を満たすイメージの選択肢が表

示されます。

（注）

• 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。

[VMイメージ（VMimage）]ドロップダウンリス
ト

仮想コンピューティングカテゴリのサービスク

ラスを選択します。

[仮想コンピューティングサービスクラス（Virtual
Compute Service Class）]ドロップダウンリスト

仮想ストレージカテゴリのサービスクラスを選

択します。

[仮想ストレージサービスクラス（Virtual Storage
Service Class）]ドロップダウンリスト
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説明名称

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

VMネットワークインターフェイスを追加するに
は、[+]アイコンをクリックします。

[VMネットワークインターフェイス（VMNetwork
Interfaces）]フィールド

階層ごとの VMインスタンスの最大数。[最大量（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。
[初期数量（Maximum Quality）]フィールド

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。

説明名称

baremetalインスタンスの名前。[インスタンス名（Instance Name）]フィールド

baremetalインスタンスの説明。[説明（Description）]フィールド

ネットワークを選択します。[ネットワーク（Network）]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。

[ターゲット BMA（Target BMA）]ドロップダウ
ンリスト
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説明名称

baremetalイメージを選択します。[Bare Metalイメージ（Target BMA）]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）

[ブレードタイプ（Blade Type）]ドロップダウン
リスト

物理コンピューティングカテゴリのサービスク

ラスを選択します。

[物理コンピューティングサービスクラス
（Physical Compute Service Class）]ドロップダウ
ンリスト

物理ストレージ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
Service Class）]ドロップダウンリスト

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。

説明名称

ルールの名前。[ルール名（Rule Name）]フィールド

ルールの説明。[ルール説明（Rule Description）]フィールド

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

ソースから宛先へのトラフィック（またはその逆

のトラフィック）に対して同じコントラクトを適

用する場合に、このチェックボックスをオンにし

ます。

[双方向を適用する（ApplyBothDirections）]チェッ
クボックス

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。

[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宛先ネットワーク

を選択します。

[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）]ドロップダウンリスト
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説明名称

通信に対して実行するアクションを選択します。

•承認

•削除

•却下

[アクション（Action）]ドロップダウンリスト

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。

説明名称

システムポリシーの名前。[ポリシー名（Policy name）]フィールド

システムポリシーの説明。[ポリシーの説明（PolicyDescription）]フィールド

VM名に使用するテンプレート。

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。

（注）

[VM名のテンプレート（VM Name Template）]
フィールド

VM名を検証するポリシーを選択します。[VM名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）]ドロップダウンリスト

エンドユーザにVMの名前またはプレフィックス
の指定を許可する場合に、このチェックボックス

をオンにします。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス（End
User VM Name or VM Prefix）]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。

[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。[ホスト名のテンプレート（HostNameTemplate）]
フィールド
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説明名称

ホスト名を検証するポリシーを選択します。[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

Linux VMのタイムゾーンを選択します。[Linuxタイムゾーン（LinuxTimeZone）]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。

[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

DNSドメインの名前。[DNSドメイン（DNS Domain）]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サフィックスリスト（DNS Suffix List）]
フィールド

DNSサーバのリスト。[DNSサーバリスト（DNS Server List）]フィール
ド

VMイメージタイプとして次のいずれかを選択し
ます。

• Windowsと Linux

• Linuxのみ

[VMイメージのタイプ（VM Image Type）]ドロッ
プダウンリスト

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。

[VMアノテーションの定義（Define VM
Annotation）]チェックボックス

d) [閉じる（Close）]をクリックします。
e) [コストモデル（CostModel）]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-L7ServicePolicy）]画面で、[L4-L7サービスの設定（ConfigureL4-L7Service）]
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（AddEntry toApplication
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。

説明名前

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

外部階層を選択します。[プロバイダー（Provider）]ドロップダウンリス
ト

[ファイアウォール（Firewall）]または [ロードバ
ランサ（LoadBalancer）]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。

[サービス（Services）]フィールド

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。

説明名称

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。

[名前（Name）]フィールド

アプリケーションプロファイルの説明。[説明（Description）]フィールド

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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説明名前

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。

[提供サービス（Service Offering）]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。

[ネットワーク（Networks）]フィールド

ステップ 8 （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（AddEntry toNetworks）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力します。

説明名称

ネットワークの名前。[ネットワーク（Network）]フィールド

ネットワークの説明。[説明（Description）]フィールド

ネットワークタイプとして次のいずれかを選択し

ます。

•内線

•外部

•インフラストラクチャ

•フェールオーバー

[ネットワークタイプ（Network Type）]ドロップダ
ウンリスト

このフィールドは、ネットワークタイプを [内部
（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。

[APICネットワークポリシー（APICNetworkPolicy）]
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、ネットワークタイプを [外部
（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。

[L2/L3選択（L2/L3Selection）]ドロップダウンリス
ト

このフィールドは、ネットワークタイプを [外部
（External）]と選択した場合にのみ表示されます。
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。

[テナントで使用可能な既存のL2/L3アウト設定を使
用する（Use Existing L2/L3 Out config available in the
tenant）]チェックボックス

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 VMApplication Components）]
ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。

説明名称

VMの名前。[VM名（VM Name）]フィールド

VMの説明。[説明（Description）]フィールド

リストからネットワークを選択します。[ネットワーク（Network）]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（ImageTagbased
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。

[イメージ選択タイプ（Image Selection Type）]ド
ロップダウンリスト
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説明名称

イメージのリストから VMイメージを選択しま
す。リストは、[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。

次の基準を満たすイメージの選択肢が表

示されます。

（注）

• 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。

[VMイメージ（VMimage）]ドロップダウンリス
ト

仮想コンピューティングカテゴリのサービスク

ラスを選択します。

[仮想コンピューティングサービスクラス（Virtual
Compute Service Class）]ドロップダウンリスト

仮想ストレージカテゴリのサービスクラスを選

択します。

[仮想ストレージサービスクラス（Virtual Storage
Service Class）]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

VMネットワークインターフェイスを追加するに
は、[+]アイコンをクリックします。

[VMネットワークインターフェイス（VMNetwork
Interfaces）]フィールド

階層ごとの VMインスタンスの最大数。[最大量（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。
[初期数量（Maximum Quality）]フィールド
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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。

説明名称

baremetalインスタンスの名前。[インスタンス名（Instance Name）]フィールド

baremetalインスタンスの説明。[説明（Description）]フィールド

ネットワークを選択します。[ネットワーク（Network）]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。

[ターゲット BMA（Target BMA）]ドロップダウ
ンリスト

baremetalイメージを選択します。[Bare Metalイメージ（Target BMA）]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）

[ブレードタイプ（Blade Type）]ドロップダウン
リスト

物理コンピューティングカテゴリのサービスク

ラスを選択します。

[物理コンピューティングサービスクラス
（Physical Compute Service Class）]ドロップダウ
ンリスト

物理ストレージ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
Service Class）]ドロップダウンリスト

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。

『Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.3』
68

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編集



説明名称

ルールの名前。[ルール名（Rule Name）]フィールド

ルールの説明。[ルール説明（Rule Description）]フィールド

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

ソースから宛先へのトラフィック（またはその逆

のトラフィック）に対して同じコントラクトを適

用する場合に、このチェックボックスをオンにし

ます。

[双方向を適用する（ApplyBothDirections）]チェッ
クボックス

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。

[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宛先ネットワーク

を選択します。

[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）]ドロップダウンリスト

通信に対して実行するアクションを選択します。

•承認

•削除

•却下

[アクション（Action）]ドロップダウンリスト

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。

説明名称

システムポリシーの名前。[ポリシー名（Policy name）]フィールド

システムポリシーの説明。[ポリシーの説明（PolicyDescription）]フィールド
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説明名称

VM名に使用するテンプレート。

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。

（注）

[VM名のテンプレート（VM Name Template）]
フィールド

VM名を検証するポリシーを選択します。[VM名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）]ドロップダウンリスト

エンドユーザにVMの名前またはプレフィックス
の指定を許可する場合に、このチェックボックス

をオンにします。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス（End
User VM Name or VM Prefix）]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。

[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。[ホスト名のテンプレート（HostNameTemplate）]
フィールド

ホスト名を検証するポリシーを選択します。[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

Linux VMのタイムゾーンを選択します。[Linuxタイムゾーン（LinuxTimeZone）]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。

[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

DNSドメインの名前。[DNSドメイン（DNS Domain）]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サフィックスリスト（DNS Suffix List）]
フィールド

DNSサーバのリスト。[DNSサーバリスト（DNS Server List）]フィール
ド

VMイメージタイプとして次のいずれかを選択し
ます。

• Windowsと Linux

• Linuxのみ

[VMイメージのタイプ（VM Image Type）]ドロッ
プダウンリスト

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。

[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（CostModel）]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

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。（注）

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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