リソース グループの管理
この章は、次の項で構成されています。
• リソース グループ, 1 ページ
• テナント, 29 ページ
• 提供サービス, 31 ページ
• テナント プロファイル, 44 ページ

リソース グループ
リソース グループを使用することで、アプリケーションの要件に応じてテナント向けに適切なリ
ソースを選択することができます。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追加の概念はすべて必須です。これらのリソースグループ
の概念を使用することで、リソースの動的な選択に基づいてテナントをオンボーディングしたり、
アプリケーションを導入したりできます。複数のテナントのリソースグループでリソースを共有
することも、リソースを特定のテナント専用にすることもできます。
リソース グループは、リソースのプールです。各グループに物理インフラストラクチャ リソー
ス、仮想インフラストラクチャリソースを含めたり、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を組み合わせたりできます。リソースグループを使用すると、最
小限の手作業で Cisco UCS Director へのテナントのオンボーディングを実行できます。
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
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, （
26 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。
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環境変数
環境変数は、リソースごとに設定できます。これらの環境変数は、テナント オンボーディングと
アプリケーションの導入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対するデフォルトの環境変数は次のように設定するこ
とができます。さらに、環境変数を Cisco UCS Director に追加し、その環境変数をリソース グルー
プで使用することもできます。環境変数の追加方法の詳細については、カスタム環境変数の追加,
（13 ページ） を参照してください。

（注）

リストされた環境変数がすべてのワークフローに必要というわけではありません。必須である
環境変数のサブセットは、使用例と実行する具体的なワークフローによって異なります。

仮想コンピューティングの環境変数
環境変数

説明

コンテナの親フォルダ 新たに作成したコンテナを追加する
フォルダ。

サンプル値
APIC

IP サブネット プール APIC コンテナは、Cisco UCS Director IP-Pool
ポリシー
で定義されている IP サブネット プー
ル ポリシーを使用します。コンテナ
内の各階層は IP サブネット プール ポ
リシーの一意のサブネット アドレス
を取得します。この環境変数はコン
テナ プロビジョニングに使用されま
す。

仮想ストレージの環境変数
仮想ストレージには、環境変数は必要ありません。
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仮想ネットワークの環境変数
環境変数

説明

サンプル値

VMware 用の VMM ドメイン

ACI-Bldg4-1-vCenter
VMware vCenter は、Virtual
Machine Manager（VMM）ドメ
インを使用して設定された
ACI-vCenter です。VMware
vCenter が Cisco 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
VMware vCenter に作成されま
す。この環境変数はテナント
オンボーディングに使用されま
す。
VXLAN モードで AVS をサポー
トするには、Cisco AV スイッ
チのある VMM ドメインを選択
します。
Cisco UCS Director は、VLAN
および VXLAN の両方のモード
で AVS をサポートします。VM
は、VMM ドメインに割り当て
られたプールから VLAN ID ま
たは VXLAN ID を取得します。

DV スイッチ

要件に応じて DV スイッチまた virt_switch
は Cisco AV スイッチを選択し
ます。
DV スイッチは、vCenter アカウ
ントで使用することができ、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。
Cisco AV スイッチは、VXLAN
モードで AVS をサポートする
ために使用されます。
この環境変数はテナント オン
ボーディングに使用されます。
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物理コンピューティングの環境変数
環境変数

説明

サンプル値

UCS の物理ドメイン

Cisco UCS の物理ドメイン。こ Phys
の環境変数はベアメタル プロ
ビジョニングに使用されます。

VLAN プール

アカウントの VLAN ID の割り ACI3-Eng-VLAN-Pool
当て元の VLAN プール。

iSCSI PXE のブート サービス
プロファイル テンプレート。

ベアメタルをプロビジョニング DR_UCSM;org-root;org-root/l
するホスト サービス プロファ s-ACI-DR-Hosts
イルの作成に使用されるテンプ
レート。この環境変数は
NetApp ストレージ システムの
ベアメタル 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

サービス プロファイル テンプ VNX_UCSM;org-root/ls-PSCレートは、サービス プロファ FullBlade-Template
イルの作成に使用されます。
サービス プロファイルが作成
されると、ソフトウェアは、
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を識別し
て選択します。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 サービス プロファイル テンプ VNX_UCSM;org-root/ls-PSCプロファイル テンプレート
レートは、サービス プロファ HalfBlade-Template
イルの作成に使用されます。
サービス プロファイルが作成
されると、ソフトウェアは、
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を識別し
て選択します。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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環境変数

説明

サンプル値

IQN プール

Cisco UCS ドメイン内の iSCSI IQN_Pool
vNIC がイニシエータ修飾子と
して使用する 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
の環境変数は NetApp ストレー
ジ システムのベアメタル 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 VNX_UCSM;org-root;org-root//
ウントのブート ポリシー。こ boot-policy-SAN_NEW
の環境変数は 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 VNX_UCSM;fabric/lan/net-MGT
ウントの VLAN。この環境変数 -ACI-POOL
は VNX タイプ アカウントに使
用されます。

物理ストレージ環境変数
環境変数

説明

サンプル値

NetApp 用の物理ドメイン

APIC への NetApp アカウント topology/pod-1/paths-201/pathepの接続に使用される物理ドメイ [eth1/36]
ン。この環境変数はテナント
• Pod-1：APIC アカウントの
オンボーディングに使用されま
ポッド ID。
す。
• 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。
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環境変数

説明

NetApp 静的パス

この静的パスは、NetApp クラ topology/pod-1/node-302/sys
スタ ノードが接続されている /cdp/inst/if-[eth1/47]adj-1
APIC のポートを定義します。
この環境変数は、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。

VLAN プール

クラスタの vServer の作成に使 Vlan_pool
用される VLAN プール。この
環境変数はテナント 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 アカウントの
ストレージ プロセッサ（SP）
ポート。この環境変数は VNX
タイプ アカウントに使用され
ます。

複製ストレージ グループ

物理ストレージ アカウントの
複製ストレージ グループ。こ
の環境変数は VNX タイプ アカ
ウントに使用されます。

NFS VLAN プール

この環境変数は、VLAN プール NetApp-vlan-pool
の定義に使用されます。個々の
VLAN は、このプールから物理
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） NetApp-vlan-pool
の管理用の VLAN プール。

iSCSI_A VLAN プール

VLAN が iSCSI_A VLAN として NetApp-vlan-pool
選択される VLAN プール。

iSCSI_B VLAN プール

VLAN が iSCSI_B VLAN として NetApp-vlan-pool
選択される VLAN プール。

ノード 1 用の APIC vPC 静的パ ノード 1 用の仮想ポート チャ
ス
ネル（vPC）の静的パス。
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VNX-POD;VNX_BLOCK;A0;50:06:01:60:88:60:1B:6A:
50:06:01:60:08:60:1B:6A
,VNX-POD;VNX_BLOCK;A1;50:06:01:60:88:60:1B:6A:
50:06:01:61:08:60:1B:6A

topology/pod-1/path-101/pathep[PGr-FAS-A]

リソース グループの管理
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環境変数

説明

サンプル値

ノード 2 用の APIC vPC 静的パ ノード 2 用の仮想ポート チャ
ス
ネル（vPC）の静的パス。

topology/pod-1/path-101/pathep[PGr-FAS-B]

NFS IP サブネット プール ポリ NFS のサブネット IP プール ポ ip_nfs_subnet_pool
シー
リシー。
iSCSI_A IP サブネット プール
ポリシー

最初の iSCSI VLAN に使用され NetApp_ISCSI_A_Subnet_pool
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 に使用さ NetApp_ISCSI_B_Subnet_pool
れる 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 の管理用のサブネット IP netapp_svm_subnet_pool
プール ポリシー。

VMNet IP サブネット プール ポ VM ネットワークのサブネット VMNet_IP_Subnet_pool_policy
リシー
IP プール ポリシー。
ノード 1 用の APIC VLAN プー ノード 1 用の VLAN ID 割り当 NetApp-Pool
ル
て元の APIC VLAN プール。
ノード 2 用の APIC VLAN プー ノード 2 用の VLAN ID 割り当 NetApp-Pool
ル
て元の 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 ACI2-CMODE-01
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。

デフォルトのリカバリ ポイン
ト

VNX アカウントに接続されて RP
いるリカバリ ポイント。

リカバリ ポイントのクラスタ
ID

VNX アカウントに接続されて RP@1649417791
いるリカバリ ポイントの ID。

ACI2-CMODE-02
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物理ネットワークの環境変数
環境変数

説明

IP プール

NetApp データストアとホスト IP_pool
VM カーネル間の IP アドレス
の割り当てに使用される IP
プール。この環境変数はテナン
ト オンボーディングに使用さ
れます。

PXE サーバの IP プール

Preboot eXecution Environment
（PXE）サーバの IP プール。
この環境変数はベアメタル 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
VNX_APIC185@common@BMAAgent のエンドポイント グルー AP@PSC_BMA
プ（EPG）エンティティ。この
環境変数はベアメタル 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 ○
設定する場合、ファブリック相
互接続（FI）A - NXOS スイッ
チ 1 接続と、FI B - NXOS ス
イッチ 2 接続に 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。Cisco Nexus スイッチ
が Cisco UCS FI A に接続するこ
とを指定する場合は、この環境
変数を選択します。この環境変
数は、MDS スイッチに表示さ
れます。

LB の物理ドメイン

ロード バランサ サービスを使 Phy_LB_Domain
用するために必要な物理ドメイ
ン。

物理 LB パス

ロード バランサ サービスの物 topology/pod-1/node-101/sys/cdp
/inst/if-[eth1/12]/adj-1
理バス。
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pxe_ip_new11
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環境変数

説明

サンプル値

DPC 静的パス 1

最初の Direct Port Channel
（DPC）の静的パス。

topology/pod-1/paths-302/
pathep-[PC_Policy_1Gb]

DPC の静的パス 2

2 番目の DPC の静的パス。

topology/pod-1/paths-303/
pathep-[PC_Policy_1Gb]

L3Out へのパス 1

ACI リーフから外部ルータへの topology/pod-1/protpaths103-104/pathep-[ifs-n3k-b_PolGrp]
最初の中継パス。

L3Out へのパス 2

ACI リーフから外部ルータへの topology/pod-1/protpaths103-104/pathep-[ifs-n3k-a_PolGrp]
2 番目の中継パス。

L2 物理ドメイン

レイヤ 2 の物理ドメイン。この L2-2960
環境変数は、EPGの中継を設定
するために使用されます。

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 Ipsubnetpoolpolicy
ドレスの取得に使用されるプー
ル ポリシー。
L3 VLAN プール

外部ルータと ACI ファブリッ L3out_Pool
ク間の通信で使用する VLAN
ID を取得するために使用され
るプール。この環境変数は、外
部ルーテッド ネットワークを
設定するために使用されます。

L2 中継 VLAN プール

中継 EPG の VLAN ID を取得す L2out_Pool
るために使用されるプール。こ
の環境変数は、中継 EPG を作
成するために使用されます。

ノード

APIC アカウントのリーフ ノー topology/pod-1/node-302
ド。この環境変数は、中継EPG
を作成するために使用されま
す。

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 ルー
テッド パス。

topology/pod-1/paths-303/pathep[eth1/47],
topology/pod-1/paths-303/pathep[eth1/48],
topology/pod-1/paths-302/pathep[eth1/47]
topology/pod-1/paths-302/pathep[eth1/48]
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環境変数

説明

サンプル値

Nexus スイッチ

APIC アカウントの Nexus ス
イッチ。

192.0.232.166, 192.0.232.167

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
取得に使用されるプール ポリ
シー。

loop_back_ip_pool_policy

L3 ドメイン

APIC アカウントのレイヤ 3 ド Phy_L3out_domain
メイン。この環境変数は、外部
ルーテッド ネットワークを設
定するために使用されます。

ルータ IP プール

外部レイヤ 3 ネットワークの IP_pool
ルータにルータ ID を設定する
ための IP プール。この環境変
数は、外部ルーテッド ネット
ワークを設定するために使用さ
れます。

LB クラスタ IP プール

ロード バランサ デバイス クラ IP_pool
スタのクラスタ管理 IP アドレ
スを提供するための IP プー
ル。

SVI パス

外部レイヤ 3 ネットワークの topology/pod-1/protpaths-101-102
ルータに APIC を接続するイン /pathep-[vpcPG_ec1acifwi001-2_DATA
ターフェイス。この環境変数
は、外部ルーテッドネットワー
クを設定するために使用されま
す。

SVI IP プール

APIC リーフのスイッチ仮想イ IP_pool
ンターフェイス（SVI）を設定
するためのサブネット。この環
境変数は、外部ルーテッドネッ
トワークを設定するために使用
されます。
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（注）

次の環境変数は、Cisco UCS Director リリース 5.4 ではサポートされません。IP Subnet Pool
Policy、iSCSI PXE Boot Service Profile Template、IQN Pool、Replication Storage Group、PXE Server
IP Pool、BMA EPG Entity、Physical domain for LB、Physical LB Path。
VNX テナントのオンボーディングに定義する必要がある環境変数は次のとおりです。
• 物理コンピューティング：Cisco UCS Manager
◦ 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
◦ 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
• EMC VNX Unified
◦ SP ポート
• VMware アカウント
◦ DV スイッチ - 仮想ネットワーク
◦ VMware 用の VMM ドメイン - 仮想ネットワーク
• APIC（物理ネットワーク）
◦ DPC 静的パス 1（L2 構成の場合）
◦ DPC 静的パス 2（L2 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）
◦ 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）
Cisco UCS Director および FlexPod の Cisco 検証済みデザイン（CVD）に基づき、FlexPod テナント
のオンボーディングに定義する必要がある環境変数は次のとおりです。
• APIC アカウント
◦ IP プール
• NetApp
◦ VLAN プール
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◦ 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 2 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
◦ 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
• VMware アカウント
◦ DV スイッチ
◦ VMware 用の VMM ドメイン - 仮想ネットワーク
NetApp テナントのオンボーディング（廃止）に定義する必要がある環境変数は次のとおりです。
• APIC アカウント
◦ IP プール
• NetApp
◦ VLAN プール
◦ NetApp 静的パス
◦ NetApp 用の物理ドメイン
• 仮想ネットワーク
◦ DV スイッチ
◦ VMware 用の VMM ドメイン
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カスタム環境変数の追加
リソース グループおよびワークフローで使用する環境変数を定義することができます。ユーザ定
義の環境変数のタイプはカスタムになります。

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

[環境変数（Environment Variables）] タブをクリックします。
Cisco UCS Director に、使用可能な環境変数が表示されます。事前にロードされている環境変数のタイプは
デフォルトです。ユーザ定義の環境変数のタイプはカスタムになります。環境変数を選択して、[表示
（View）] をクリックすると、環境変数の名前、変数タイプ、および ID タイプが表示されます。環境変
数を削除するには、[削除（Delete）] をクリックします。削除できるのは、カスタムというカテゴリーの、
ユーザ定義の環境変数のみです。

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 グループの環境変数（Resource Group Environment Variable）] 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

[カスタム環境変数名（Custom Environment Name）] 環境変数の名前。
フィールド
[説明（Description）] フィールド

環境変数の説明。

[リソース タイプ（Resource Type）] ドロップダウ
ンリスト

環境変数のリソース タイプとして、次のいずれか
を選択します。
• VIRTUAL_COMPUTE
• VIRTUAL_NETWORK
• VIRTUAL_STORAGE
• PHYSICAL_COMPUTE
• PHYSICAL_STORAGE
• PHYSICAL_NETWORK
この環境変数は、選択したリソース タイプのカテ
ゴリになります。

[入力タイプ（Input Type）] ドロップダウン リスト [選択（Select）] をクリックして、環境変数の変数
タイプを選択します。変数のタイプはテキスト、変
数リスト（LoV）、複数選択、テーブル、および
ポップアップ テーブルにできます。
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ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
追加された環境変数が、[環境変数（Environment Variables）] タブにリストされます。このカスタム環境変
数は、リソース グループに追加することができます。

リソース グループの追加
はじめる前に
IP サブネット プール ポリシーと VLAN プール ポリシーが定義され、環境内でそのポリシーが使
用されることを確認します。リソース グループの追加時に、[環境変数にエントリを追加（Add
Entry to Environment Variables）] 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。
• 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。
名前

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。

[DR の有効化（Enable DR）] チェックボックス

ディザスタ リカバリ サービス サポートをリソース
グループに有効にするには、このチェックボックス
をオンにします。
（注）
ディザスタ リカバリのサービスは、使用
例と実行するワークフローに基づいて有
効化されます。
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名前

説明

[アカウント プライオリティ（Accounts Priority）]
ドロップダウン リスト

このフィールドは、[DR の有効化（Enable DR）]
チェックボックスがオンになっている場合にのみ表
示されます。デフォルトでは、[プライマリ
（Primary）] が選択され、リソース グループはプラ
イマリに設定されます。セカンダリとしてリソース
グループを設定する場合は、[セカンダリ
（Secondary）] を選択します。

[DRS リソース グループ（ADRS Resource Group）] 災害時にフェールオーバーとデータの回復を実行す
ドロップダウン リスト
るには、リソース グループをディザスタ リカバリ
サービス リソース グループとして選択します。

（注）

ディザスタ リカバリ サービスをサポートするには、プライマリ リソース グループとセカンダ
リ リソース グループのそれぞれに同じ数のアカウントが必要です。

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。
（注）
アカウント リストから、VMware アカウント、または Hyper-V アカウントのいずれかを選択
できます。選択した仮想アカウントに応じて、環境変数、機能、および容量を選択する必要
があります。必要な環境変数がドロップダウンリストにない場合は、新しい環境変数を作成
できます。環境変数の作成方法の詳細については、カスタム環境変数の追加, （13 ページ）
を参照してください。
[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) [環境変数（Environment Variables）] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [環境変数へのエントリの追加（Add Entry to Environment Variables）] 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）] テーブルには、選択された仮想アカウントの機能がデフォル
トで表示されます。
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[編集（Edit）] アイコンをクリックすると表示される編集ウィンドウで、機能のチェックをオフにする
と、その機能を無効にすることができます。[削除（Delete）] アイコンをクリックすると、リストから
その機能を削除できます。
e) [選択された容量（Selected Capacities）] テーブルには、選択された仮想アカウントの容量がデフォルト
で表示されます。
[編集（Edit）] アイコンをクリックすると表示される編集ウィンドウで、容量のチェックをオフにする
と、その容量を無効にすることができます。[削除（Delete）] アイコンをクリックすると、リストから
その容量を削除できます。
f) [エントリの追加（Add Entry）] ダイアログボックスで、[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 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。
（注）
アカウント リストから、VMware アカウント、または Hyper-V アカウントのいずれかを選択
できます。選択した仮想アカウントに応じて、環境変数、機能、および容量を選択する必要
があります。必要な環境変数がドロップダウンリストにない場合は、新しい環境変数を作成
できます。環境変数の作成方法の詳細については、カスタム環境変数の追加, （13 ページ）
を参照してください。
[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) [環境変数（Environment Variables）] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [環境変数へのエントリの追加（Add Entry to Environment Variables）] 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。
3 [送信（Submit）] をクリックします。
d) [選択された機能（Selected Capabilities）] テーブルには、選択された仮想アカウントの機能がデフォル
トで表示されます。
[編集（Edit）] アイコンをクリックすると表示される編集ウィンドウで、機能のチェックをオフにする
と、その機能を無効にすることができます。[削除（Delete）] アイコンをクリックすると、リストから
その機能を削除できます。
e) [選択された容量（Selected Capacities）] テーブルには、選択された仮想アカウントの容量がデフォルト
で表示されます。
[編集（Edit）] アイコンをクリックすると表示される編集ウィンドウで、容量のチェックをオフにする
と、その容量を無効にすることができます。[削除（Delete）] アイコンをクリックすると、リストから
その容量を削除できます。
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f) [エントリの追加（Add Entry）] ダイアログボックスで、[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。
（注）
アカウント リストから、VMware アカウント、または Hyper-V アカウントのいずれかを選択
できます。選択した仮想アカウントに応じて、環境変数、機能、および容量を選択する必要
があります。必要な環境変数がドロップダウンリストにない場合は、新しい環境変数を作成
できます。環境変数の作成方法の詳細については、カスタム環境変数の追加, （13 ページ）
を参照してください。
[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) [環境変数（Environment Variables）] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [環境変数へのエントリの追加（Add Entry to Environment Variables）] 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、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）] テーブルには、選択された仮想アカウントの機能がデフォル
トで表示されます。
[編集（Edit）] アイコンをクリックすると表示される編集ウィンドウで、機能のチェックをオフにする
と、その機能を無効にすることができます。[削除（Delete）] アイコンをクリックすると、リストから
その機能を削除できます。
e) [選択された容量（Selected Capacities）] テーブルには、選択された仮想アカウントの容量がデフォルト
で表示されます。
[編集（Edit）] アイコンをクリックすると表示される編集ウィンドウで、容量のチェックをオフにする
と、その容量を無効にすることができます。[削除（Delete）] アイコンをクリックすると、リストから
その容量を削除できます。
f) [エントリの追加（Add Entry）] ダイアログボックスで、[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。
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。
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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) [環境変数（Environment Variables）] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [環境変数へのエントリの追加（Add Entry to Environment Variables）] 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 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) [エントリの追加（Add Entry）] ダイアログボックスで、[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) [環境変数（Environment Variables）] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [環境変数へのエントリの追加（Add Entry to Environment Variables）] 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。
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。
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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) [エントリの追加（Add Entry）] ダイアログボックスで、[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) [環境変数（Environment Variables）] テーブルで、[+] アイコンをクリックします。
1 [環境変数へのエントリの追加（Add Entry to Environment Variables）] 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応じて表示される値のリ
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) [エントリの追加（Add Entry）] ダイアログボックスで、[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。
[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。
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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
展開ポリシーの追加方法の詳細については、
『Cisco UCS Director Application Container Guide』
の「Adding an ASAv VM Deployment Policy」の項
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、vCenter のポート
グループを選択します。管理インターフェイス
は、ASAv の導入時に選択したポート グループに
配置されます。

[管理 IP プール（Management IP Pool）] フィール [選択（Select）] をクリックし、管理 IP アドレス
ド
の割り当てに使用する IP プールを選択します。
[通常の HA IP プール（Regular HA IP Pool）]
フィールド
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[選択（Select）] をクリックし、IP アドレスの割
り当てに使用する IP プール（プライベート IP の
範囲）を選択します。このプールは、プライマリ
ASA デバイスとセカンダリ ASA デバイスの間の
フェールオーバー リンクとして使用されます。こ
のプールは、レイヤ 4 からレイヤ 7 のサービス ポ
リシーでファイアウォール HA が有効になってい
る場合に使用されます。
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名前

説明

[ステートフル HA IP プール（Stateful HA IP Pool）] [選択（Select）] をクリックし、IP アドレスの割
フィールド
り当てに使用する IP プール（プライベート IP の
範囲）を選択します。このプールは、プライマリ
Cisco ASA デバイスとセカンダリ Cisco ASA デバ
イスの間のステート リンクとして使用されます。
このプールは、レイヤ 4 からレイヤ 7 のサービス
ポリシーでステートフル フェールオーバーが有効
になっている場合に使用されます。ステートフル
HA IP プールと通常の HA IP プールは、ネットワー
ク IP の競合を避けるために、異なるサブネットに
配置する必要があります。
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。

[マルチ コンテキストの有効化（Multi Context
Enabled）] チェックボックス

Cisco ASA デバイスでマルチ コンテキスト設定が
有効になっている場合は、[マルチ コンテキスト
の有効化（Multi Context Enabled）] チェックボッ
クスをオンにします。

[ファイアウォール クラスタ IP（Firewall Cluster
IP）] フィールド

このフィールドは、[マルチ コンテキストの有効
化（Multi Context Enabled）] チェックボックスが
オンになっている場合にのみ表示されます。物理
Cisco ASA デバイスの IP アドレス。この IP アド
レスは、管理コンテキスト IP アドレスとして設定
されます。

[クラスタ ユーザ名（Cluster Username）] フィール このフィールドは、[マルチ コンテキストの有効
ド
化（Multi Context Enabled）] チェックボックスが
オンになっている場合にのみ表示されます。ASA
にアクセスする際に APIC が使用するクラスタの
ユーザ名。
[クラスタのパスワード（Cluster Password）] フィー このフィールドは、[マルチ コンテキストの有効
ルド
化（Multi Context Enabled）] チェックボックスが
オンになっている場合にのみ表示されます。ASA
にアクセスする際に APIC が使用するクラスタの
パスワード。
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名前

説明

[ファイアウォール/コンテキスト IP
（Firewall/Context 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。[マルチ コンテキストの有効
化（Multi Context Enabled）] チェックボックスが
オンになっている場合、このフィールドでは、導
入時に設定する仮想 ASA デバイスのユーザ コン
テキスト IP アドレスが収集されます。

[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。[マルチ コンテキストの有効化
（Multi Context Enabled）] チェックボックスがオ
ンになっている場合、このフィールドではユーザ
コンテキストのユーザ名が収集されます。

[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。[マルチ コンテキストの有効化
（Multi Context Enabled）] チェックボックスがオ
ンになっている場合、このフィールドではユーザ
コンテキストのパスワードが収集されます。

[物理ドメイン（Physical Domain）] 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、テーブルからスタ
ティック パスを選択します。Cisco UCS Director
では、デーブルに VPC やリーフなどのパス タイ
プが表示されます。

[ポート チャネル名（Port Channel Name）] フィー リーフに接続されている Cisco ASA デバイスの
ルド
ポート チャネル インターフェイス（Po1、
Port-channel1 など）。
[チャネル グループ ID（Channel Group Id）] フィー このフィールドは、[マルチ コンテキストの有効
ルド
化（Multi Context Enabled）] チェックボックスが
オフになっている場合にのみ表示されます。チャ
ネル グループの一意の ID。
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名前

説明

[ポート チャネル メンバー インターフェイス（Port このフィールドは、[マルチ コンテキストの有効
Channel Member Interfaces）] フィールド
化（Multi Context Enabled）] チェックボックスが
オフになっている場合にのみ表示されます。ポー
ト チャネル メンバーのインターフェイスの名前。
（注）
スペースなしでインターフェイス名を入
力します。インターフェイスが複数ある
場合は、インターフェイス名をコンマで
区切って入力します。

b) [送信（Submit）] をクリックします。
（注）
Cisco ASA デバイスでマルチ コンテキストが有効になっている場合は、ステップ18 a を繰り
返して、各コンテキストの詳細を追加します。
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 デバイスのゲートウェイ 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 これはオプションです。[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。

[物理ドメイン（Physical Domain）] 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。

[インターフェイス（Interface）] 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。デバイス クラスタ設定で使用されるインター
フェイス（たとえば LA_1）。

[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 グループの編集では、リソース グループへのアカウントの追加、リソース グループに
追加したアカウントの編集、リソース グループからアカウントの削除が可能です。
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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。
名前

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。

[DR の有効化（Enable DR）] チェックボックス

ディザスタ リカバリ サービス サポートをリソース
グループに有効にするには、このチェックボックス
をオンにします。
（注）
ディザスタ リカバリのサービスは、使用
例と実行するワークフローに基づいて有
効化されます。

[アカウント プライオリティ（Accounts Priority）]
ドロップダウン リスト

このフィールドは、[DR の有効化（Enable DR）]
チェックボックスがオンになっている場合にのみ表
示されます。デフォルトでは、[プライマリ
（Primary）] が選択され、リソース グループはプラ
イマリに設定されます。セカンダリとしてリソース
グループを設定する場合は、[セカンダリ
（Secondary）] を選択します。

[DRS リソース グループ（ADRS Resource Group）] 災害時にフェールオーバーとデータの回復を実行す
ドロップダウン リスト
るには、リソース グループをディザスタ リカバリ
サービス リソース グループとして選択します。

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（edit）] アイコンをクリッ
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クしてアカウントの環境変数、機能、および容量を編集します。[追加（add）] アイコンを使用してアカ
ウントを追加したり、[削除（delete）] アイコンを使用してアカウントを削除したりできます。
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）] 画面に、リソース グループに追加された仮想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（edit）] アイコンをクリックしてアカウントの環境変数、
機能、および容量を編集します。[追加（add）] アイコンを使用してアカウントを追加したり、[削除
（delete）] アイコンを使用してアカウントを削除したりできます。

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（edit）] アイコンをクリックしてアカウントの環境
変数、機能、および容量を編集します。[追加（add）] アイコンを使用してアカウントを追加したり、[削
除（delete）] アイコンを使用してアカウントを削除したりできます。
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（edit）] アイコンをクリックしてア
カウントの環境変数、機能、および容量を編集します。[追加（add）] アイコンを使用してアカウントを
追加したり、[削除（delete）] アイコンを使用してアカウントを削除したりできます。
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（edit）] アイコンをクリックしてアカウントの環境変数、
機能、および容量を編集します。[追加（add）] アイコンを使用してアカウントを追加したり、[削除
（delete）] アイコンを使用してアカウントを削除したりできます。
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（edit）] アイコンをクリックしてアカウントの環境
変数、機能、および容量を編集します。[追加（add）] アイコンを使用してアカウントを追加したり、[削
除（delete）] アイコンを使用してアカウントを削除したりできます。
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
ポッドのすべてのアカウントをリソースグループに追加するには、そのポッド自体をリソースグ
ループに追加します。
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（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。
名前

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。
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（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。
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、各リ
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。
名前

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。
名前

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。
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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。
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
テナントは、Cisco UCS Director 内のリソースを使用し、アプリケーションを展開および管理する
顧客です。
顧客が Cisco UCS Director にアプリケーションを導入する場合、顧客はテナントとしてオンボー
ディングされており、APIC 使用例のワークフローを使用してアプリケーションを展開するインフ
ラストラクチャが提供されています。
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 Groups）] の順に選択します。テナントを選択して [詳細の表示
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（View Details）] をクリックし、テナントの提供サービスを表示します。提供サービスを選択し
て [詳細の表示（View Details）] をクリックし、テナントのリソース グループを表示します。

（注）

ディザスタ リカバリ サポートがテナントで有効になっている場合は、プライマリ サイトと
ディザスタ リカバリ サイトのリソース グループが表示されます。
テナントやコンテナでの使用に利用できるリソース エンティティ、予約リソース、およびリソー
スを表示するには、リソース グループを選択して [詳細の表示（View Details）] をクリックしま
す。次のタブが表示されます。
• [リソースのエンティティ（Resource Entity）]：リソース グループ内のエンティティの詳細が
表示されます。詳細には、リソースのエンティティの名前、タイプ、コンポーネント、リ
ソース グループ、テナント リソース割り当てタイプ、アプリケーション リソース割り当て
タイプ、コンテナおよび状態が含まれます。
• [テナント リソースの制限（Tenant Resource Limits）]：テナント内の仮想リソースと物理リ
ソースの両方の可用性が表示されます。テナントのオンボーディング時に予約されたリソー
スとともに、使用済みおよび使用可能なリソース値が表示されます。[VDC の制限（VDCs
Limit）] 列は、テナント用に予約されたコンテナの最大数を指定します。[使用可能な VDC
の数（Available Number of VDCs）] 列には、プロビジョニングに使用可能なコンテナの数が
表示されます。物理リソースの制限には、テナントのオンボーディングの一環として予約さ
れたブレードとともに、ベアメタルのプロビジョニングに使用されたブレードの数が表示さ
れます。
• [コンテナ リソースの制限（Container Resource Limits）]：コンテナ内の仮想リソースおよび
物理リソースの両方の可用性が表示されます。コンテナの作成時に設定されたリソース制限
が使用済みおよび使用可能なリソースとともに表示されます。

（注）

リソース制限なしでコンテナを作成すると、仮想リソースの値に [未設定（Not
Set）] と表示されます。

• [プライベート ネットワーク（Private Network）]：テナント用に作成されたプライベート ネッ
トワークが表示されます。プライベート ネットワークを選択し、[詳細の表示（View Details）]
をクリックし、プライベート ネットワークのスーパーネットおよびサブネットのプールを表
示します。[スーパーネット（Supernets）] タブには、階層に使用できるスーパーネットが表
示されます。[サブネット（Subnets）] タブには、コンテナ展開時にロード バランサの設定に
使用されたサブネットワークのプールが表示されます。
テナント固有、およびコンテナ固有のリソースの制限は、VM および BM のプロビジョニングに
役立ちます。
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提供サービス
提供サービスは、アプリケーションのプロビジョニングに必要なリソースを定義します。各提供
サービスには、以下のリソース階層に必要なキャパシティおよび機能を表す 1 つまたは複数のサー
ビス クラスを含める必要があります。
• 仮想コンピューティング
• 仮想ストレージ
• 仮想ネットワーク
• 物理コンピューティング
• 物理ストレージ
• 物理ネットワーク
• レイヤ 4 からレイヤ 7 のサービス
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）]：リソースは 1 つのアプリケーションまたはテナント専用になります。
提供サービスで定義された容量、機能、およびリソース 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のオンボーディングやアプリケー
ションの導入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
リソースのいずれかでタグベースのリソース選択が必要な場合は、タグライブラリでタグが作成
され、それぞれのオブジェクトと関連付けられていることを確認します。これにより、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なります。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。
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。
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• 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。
名前

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。

[必須サービスクラス要件のオーバーライド
（Override Mandatory Service Class Requirement）]
チェックボックス

オンになっている場合、トポロジーに従って、サー
ビスクラスで最小 1 つから最大 6 つまでのリソース
タイプを定義することができます。
オフになっている場合、ユーザはサービス クラス
に対して 6 つのリソースタイプ（物理コンピュー
ティング、物理ストレージ、物理ネットワーク、仮
想コンピューティング、仮想ストレージ、仮想ネッ
トワーク）のすべてを定義する必要があります。
ユーザが仮想および物理インフラストラクチャのす
べてのリソースタイプを定義していなくても、Cisco
UCS Director は定義されたリソース タイプととも
に、欠落しているリソース タイプも探します。
（注）
APIC アカウントおよび VMware アカウン
トを使用したテナント オンボーディング
に使用される提供サービスを作成するに
は、このチェックボックスをオンにし、4
つのリソースタイプ（物理ネットワーク、
仮想コンピューティング、仮想ストレー
ジ、および仮想ネットワーク）のサービ
ス クラスで提供サービスを作成します。
テナント プロファイルの作成時に、この
提供サービスを選択する必要があります。
このテナント プロファイルを使用して、
APIC アカウントと VMware アカウントを
使用するテナントがオンボーディングさ
れます（たとえば、プライベート ネット
ワークを備えたテナントのオンボーディ
ング）。
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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

[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 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。
名前

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。
次のいずれかを設定できます。
• 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
次のいずれかを設定できます。
• 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。
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名前

説明

[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。次のいずれかを設定できます。
• [Virtual_Compute]
• [Virtual_Storage]
• [Virtual_Network]
• [Physical_Compute]
• [Physical_Storage]
• [Physical_Network]
[必須サービスクラス要件のオーバーライド
（Override Mandatory Service Class Requirement）]
チェックボックスがオフになっている場合にのみ、
最小で 2 つのリソース タイプ（物理または仮想の
コンピューティングと物理または仮想のネットワー
ク）、あるいは、最大で 6 つのリソース タイプ（仮
想コンピューティング、仮想ストレージ、仮想ネッ
トワーク、物理コンピューティング、物理ストレー
ジ、物理ネットワーク）をサービス クラスの追加
時に定義できます。

[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が表示されているテー
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。
（注）
仮想ストレージ サービス クラス レベル
に、複数のタグ値（たとえば、gold、
silver、bronze）を持つデータストア タグ
を追加できます。
（注）
仮想コンピューティング サービス クラス
レベルに、複数のタグ値を持つ ESXi クラ
スタ タグを追加できます。
重要
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るのは、必須の値のみです。このテーブル
に新しいタグを追加することはできません。
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Library」の項を参照してください。
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名前

説明

[リソース機能（Resource Capability）] テーブル

デフォルトでは、選択したリソースのタイプに応じ
て、VMware および Hyper-V に適用可能な機能が表
示されます。[編集（Edit）]アイコンを使用すると、
リソース機能の値を編集できます。[削除（Delete）]
アイコンを使用すると、提供サービスからリソース
機能を削除できます。
重要

[リソース容量（Resource Capacity）] テーブル

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。

提供サービスの使用可能なリソース容量。
リソース容量を追加するには、[追加（Add）] アイ
コンをクリックして、VMware および Hyper-V アカ
ウントに適用可能な容量のリストから、容量タイプ
を選択します。選択した容量タイプに応じて容量が
表示されます。条件に適合する容量を選択して、必
要な容量の値を設定します。
リソースの容量を削除するには、[削除（Delete）]
アイコンをクリックします。容量の値を変更するに
は、[編集（Edit）] アイコンをクリックします。

（注）

このタグは、リソース機能および容量とともに、リソース グループ内のリソースをフィルタリ
ングするために使用されます。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
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
タグ ライブラリでタグが作成され、それぞれのオブジェクトと関連付けられていることを確認し
ます。これにより、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な
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ります。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。
名前

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。

[必須サービスクラス要件のオーバーライド
（Override Mandatory Service Class Requirement）]
チェックボックス

オンになっている場合、トポロジーに従って、サー
ビスクラスで最小 1 つから最大 6 つまでのリソース
タイプを定義することができます。
オフになっている場合、ユーザはサービス クラス
に対して 6 つのリソースタイプ（物理コンピュー
ティング、物理ストレージ、物理ネットワーク、仮
想コンピューティング、仮想ストレージ、仮想ネッ
トワーク）のすべてを定義する必要があります。
ユーザが仮想および物理インフラストラクチャのす
べてのリソースタイプを定義していなくても、Cisco
UCS Director は定義されたリソース タイプととも
に、欠落しているリソース タイプも探します。
（注）
APIC アカウントおよび VMware アカウン
トを使用したテナント オンボーディング
に使用される提供サービスを作成するに
は、このチェックボックスをオンにし、4
つのリソースタイプ（物理ネットワーク、
仮想コンピューティング、仮想ストレー
ジ、および仮想ネットワーク）のサービ
ス クラスで提供サービスを作成します。
テナント プロファイルの作成時に、この
提供サービスを選択する必要があります。
このテナント プロファイルを使用して、
APIC アカウントと VMware アカウントを
使用するテナントがオンボーディングさ
れます（たとえば、プライベート ネット
ワークを備えたテナントのオンボーディ
ング）。
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ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[サービス クラス（Service Class）] 画面で、[+] アイコンをクリックして、提供サービスで提供する必要の
あるサービス クラスを定義します。

ステップ 8

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

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。
次のいずれかを設定できます。
• 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
次のいずれかを設定できます。
• 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。
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名前

説明

[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。次のいずれかを設定できます。
• [Virtual_Compute]
• [Virtual_Storage]
• [Virtual_Network]
• [Physical_Compute]
• [Physical_Storage]
• [Physical_Network]
[必須サービスクラス要件のオーバーライド
（Override Mandatory Service Class Requirement）]
チェックボックスがオフになっている場合にのみ、
最小で 2 つのリソース タイプ（物理または仮想の
コンピューティングと物理または仮想のネットワー
ク）、あるいは、最大で 6 つのリソース タイプ（仮
想コンピューティング、仮想ストレージ、仮想ネッ
トワーク、物理コンピューティング、物理ストレー
ジ、物理ネットワーク）をサービス クラスの追加
時に定義できます。

[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が表示されているテー
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。
（注）
仮想ストレージ サービス クラス レベル
に、複数のタグ値（たとえば、gold、
silver、bronze）を持つデータストア タグ
を追加できます。
（注）
仮想コンピューティング サービス クラス
レベルに、複数のタグ値を持つ ESXi クラ
スタ タグを追加できます。
重要
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このテーブルで定義されたタグで変更でき
るのは、必須の値のみです。このテーブル
に新しいタグを追加することはできません。
タグの作成方法の詳細については、『Cisco
UCS Director Administration Guide』の「Tag
Library」の項を参照してください。

リソース グループの管理
提供サービスの編集

名前

説明

[リソース機能（Resource Capability）] テーブル

デフォルトでは、選択したリソースのタイプに応じ
て、VMware および Hyper-V に適用可能な機能が表
示されます。[編集（Edit）]アイコンを使用すると、
リソース機能の値を編集できます。[削除（Delete）]
アイコンを使用すると、提供サービスからリソース
機能を削除できます。
重要

[リソース容量（Resource Capacity）] テーブル

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。

提供サービスの使用可能なリソース容量。
リソース容量を追加するには、[追加（Add）] アイ
コンをクリックして、VMware および Hyper-V アカ
ウントに適用可能な容量のリストから、容量タイプ
を選択します。選択した容量タイプに応じて容量が
表示されます。条件に適合する容量を選択して、必
要な容量の値を設定します。
リソースの容量を削除するには、[削除（Delete）]
アイコンをクリックします。容量の値を変更するに
は、[編集（Edit）] アイコンをクリックします。

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
（注）

リソース グループやテナント プロファイルにマップされた提供サービスは編集しないでくだ
さい。リソース グループやテナント プロファイルにマップされた提供サービスを編集すると、
提供サービスを使用してオンボーディングされたテナントに影響が及びます。

はじめる前に
タグ ライブラリでタグが作成され、それぞれのオブジェクトと関連付けられていることを確認し
ます。これにより、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な
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ります。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。
名前

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。

[必須サービスクラス要件のオーバーライド
（Override Mandatory Service Class Requirement）]
チェックボックス

オンになっている場合、トポロジーに従って、サー
ビスクラスで最小 1 つから最大 6 つまでのリソース
タイプを定義することができます。
オフになっている場合、ユーザはサービス クラス
に対して 6 つのリソースタイプ（物理コンピュー
ティング、物理ストレージ、物理ネットワーク、仮
想コンピューティング、仮想ストレージ、仮想ネッ
トワーク）のすべてを定義する必要があります。
ユーザが仮想および物理インフラストラクチャのす
べてのリソースタイプを定義していなくても、Cisco
UCS Director は定義されたリソース タイプととも
に、欠落しているリソース タイプも探します。
（注）
APIC アカウントおよび VMware アカウン
トを使用したテナント オンボーディング
に使用される提供サービスを作成するに
は、このチェックボックスをオンにし、4
つのリソースタイプ（物理ネットワーク、
仮想コンピューティング、仮想ストレー
ジ、および仮想ネットワーク）のサービ
ス クラスで提供サービスを作成します。
テナント プロファイルの作成時に、この
提供サービスを選択する必要があります。
このテナント プロファイルを使用して、
APIC アカウントと VMware アカウントを
使用するテナントがオンボーディングさ
れます（たとえば、プライベート ネット
ワークを備えたテナントのオンボーディ
ング）。
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ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[サービス クラス（Service Class）] 画面で、[+] アイコンをクリックして、提供サービスで提供する必要の
あるサービス クラスを定義します。

ステップ 8

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

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。
次のいずれかを設定できます。
• 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
次のいずれかを設定できます。
• 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。
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名前

説明

[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。次のいずれかを設定できます。
• [Virtual_Compute]
• [Virtual_Storage]
• [Virtual_Network]
• [Physical_Compute]
• [Physical_Storage]
• [Physical_Network]
[必須サービスクラス要件のオーバーライド
（Override Mandatory Service Class Requirement）]
チェックボックスがオフになっている場合にのみ、
最小で 2 つのリソース タイプ（物理または仮想の
コンピューティングと物理または仮想のネットワー
ク）、あるいは、最大で 6 つのリソース タイプ（仮
想コンピューティング、仮想ストレージ、仮想ネッ
トワーク、物理コンピューティング、物理ストレー
ジ、物理ネットワーク）をサービス クラスの追加
時に定義できます。

[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が表示されているテー
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。
（注）
仮想ストレージ サービス クラス レベル
に、複数のタグ値（たとえば、gold、
silver、bronze）を持つデータストア タグ
を追加できます。
（注）
仮想コンピューティング サービス クラス
レベルに、複数のタグ値を持つ ESXi クラ
スタ タグを追加できます。
重要
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このテーブルで定義されたタグで変更でき
るのは、必須の値のみです。このテーブル
に新しいタグを追加することはできません。
タグの作成方法の詳細については、『Cisco
UCS Director Administration Guide』の「Tag
Library」の項を参照してください。
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名前

説明

[リソース機能（Resource Capability）] テーブル

デフォルトでは、選択したリソースのタイプに応じ
て、VMware および Hyper-V に適用可能な機能が表
示されます。[編集（Edit）]アイコンを使用すると、
リソース機能の値を編集できます。[削除（Delete）]
アイコンを使用すると、提供サービスからリソース
機能を削除できます。
重要

[リソース容量（Resource Capacity）] テーブル

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。

提供サービスの使用可能なリソース容量。
リソース容量を追加するには、[追加（Add）] アイ
コンをクリックして、VMware および Hyper-V アカ
ウントに適用可能な容量のリストから、容量タイプ
を選択します。選択した容量タイプに応じて容量が
表示されます。条件に適合する容量を選択して、必
要な容量の値を設定します。
リソースの容量を削除するには、[削除（Delete）]
アイコンをクリックします。容量の値を変更するに
は、[編集（Edit）] アイコンをクリックします。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。
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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（Service Offering）] ダイアログボックスで、[削除（Delete）] をクリックします。

テナント プロファイル
テナント プロファイルは、1 つ以上のリソース グループと 1 つ以上の提供サービスとのペアリン
グを表します。各テナント プロファイルは、インフラストラクチャの要件およびアプリケーショ
ンの要件の特性を定義します。
顧客とアプリケーションの考えられる組み合わせに対応したテナント プロファイルを作成するこ
とができます。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
はじめる前に
テナント プロファイルに対して DR サービスのサポートが有効になっている場合は、次の条件に
合うリソースが、特定の提供サービス用のリソース グループを選択する際に表示されます。
• DR サービスが有効になっている。
• リソース グループがプライマリとして設定されている。
• プライマリ リソース グループが、セカンダリ リソース グループとマッピングされている。
• プライマリおよびセカンダリのリソース グループに、同じ数のアカウントがある。
• テナントに必要なリソースが、プライマリ リソース グループとセカンダリ リソース グルー
プの両方で使用できる。
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DR サービスを有効化する方法およびリソース グループをプライマリまたはセカンダリとして設
定する方法の詳細については、リソース グループの追加, （14 ページ）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

[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。
• 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（Add 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。
名前

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。

[DR の有効化（Enable DR）] チェックボックス

ディザスタ リカバリ サービス サポートをテナント
プロファイルに有効にするには、このチェックボッ
クスをオンにします。このチェックボックスをオン
にすると、テナントにはプライマリリソースグルー
プとセカンダリリソースグループの両方からリソー
スが割り当てられます。
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名前

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、提供サービスの
リストから提供サービスを表示して選択します。提
供サービスは、適合するリソース グループの利用
状況に応じて表示されます。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, （31 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、そのエ
ラー 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, （
46 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。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[追加（Add）]（+）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、テナントプロファイルは複数の提供サービスに関連付け
られます。提供サービスのリストは、適合するリソース グループの利用状況に応じて表示されま
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す。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、そのエラーメッセー
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 サーバが Cisco UCS Director によって管理されていることを確認します。Cisco UCS
サーバのステータスを確認するには、[物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）]
を選択し、Cisco UCS Manager アカウントを選択して、[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 アカウントは同じリソース グループ内にあり、vCenter
アカウント内のホストは Cisco UCS Manager アカウントにマウントされていることを確認しま
す。
3 Cisco UCS Director で使用可能な Cisco UCS Manager アカウントに一意の IP アドレスが設定さ
れていることを確認します。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 つを削除します。

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。
名前

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。
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名前

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、利用可能な提供
サービスのリストから提供サービスを表示して選択
します。提供サービスは、適合するリソースグルー
プの利用状況に応じて表示されます。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, （31 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、そのエ
ラー 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, （
46 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。

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。
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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。
名前

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、利用可能な提供
サービスのリストから提供サービスを表示して選択
します。提供サービスは、適合するリソースグルー
プの利用状況に応じて表示されます。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, （31 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、そのエ
ラー 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, （
46 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 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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