
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。CiscoUCSDirector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CiscoUCSDirector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。

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。

（注）

仮想コンピューティングの環境変数

サンプル値説明環境変数

APIC新たに作成したコンテナを追加する

フォルダ。

コンテナの親フォルダ

IP-PoolAPICコンテナは、Cisco UCS Director
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。

IPサブネットプール
ポリシー

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

サンプル値説明環境変数

ACI-Bldg4-1-vCenterVMware vCenterは、Virtual
MachineManager（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VXLANIDを取得します。

VMware用の VMMドメイン

virt_switch要件に応じてDVスイッチまた
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。

DVスイッチ

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.5    
3

リソースグループの管理

環境変数



物理コンピューティングの環境変数

サンプル値説明環境変数

PhysCisco UCSの物理ドメイン。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。

UCSの物理ドメイン

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

VLANプール

DR_UCSM;org-root;org-root/l
s-ACI-DR-Hosts

ベアメタルをプロビジョニング

するホストサービスプロファ

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。

iSCSI PXEのブートサービス
プロファイルテンプレート。

VNX_UCSM;org-root/ls-PSC-
FullBlade-Template

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。

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

VNX_UCSM;org-root/ls-PSC-
HalfBlade-Template

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

プロファイルテンプレート
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サンプル値説明環境変数

IQN_PoolCisco UCSドメイン内の iSCSI
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。

IQNプール

VNX_UCSM;org-root;org-root//
boot-policy-SAN_NEW

物理コンピューティングアカ

ウントのブートポリシー。こ

の環境変数はVNXタイプアカ
ウントに使用されます。

ブートポリシー

VNX_UCSM;fabric/lan/net-MGT
-ACI-POOL

物理コンピューティングアカ

ウントのVLAN。この環境変数
はVNXタイプアカウントに使
用されます。

VLAN

物理ストレージ環境変数

サンプル値説明環境変数

topology/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。

APICへの NetAppアカウント
の接続に使用される物理ドメイ

ン。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。

NetApp用の物理ドメイン
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サンプル値説明環境変数

topology/pod-1/node-302/sys
/cdp/inst/if-[eth1/47]adj-1

この静的パスは、NetAppクラ
スタノードが接続されている

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。

NetApp静的パス

Vlan_poolクラスタの vServerの作成に使
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。

VLANプール

VNX-POD;VNX_BLOCK;A-
0;50:06:01:60:88:60:1B:6A:
50:06:01:60:08:60:1B:6A
,VNX-POD;VNX_BLOCK;A-
1;50:06:01:60:88:60:1B:6A:
50:06:01:61:08:60:1B:6A

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。

SPポート

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。

複製ストレージグループ

NetApp-vlan-poolこの環境変数は、VLANプール
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。

NFS VLANプール

NetApp-vlan-poolストレージ仮想マシン（SVM）
の管理用の VLANプール。

SVM mgmt VLANプール

NetApp-vlan-poolVLANが iSCSI_AVLANとして
選択される VLANプール。

iSCSI_A VLANプール

NetApp-vlan-poolVLANが iSCSI_BVLANとして
選択される VLANプール。

iSCSI_B VLANプール

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

ノード 1用の仮想ポートチャ
ネル（vPC）の静的パス。

ノード 1用の APIC vPC静的パ
ス
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サンプル値説明環境変数

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

ノード 2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

ip_nfs_subnet_poolNFSのサブネット IPプールポ
リシー。

NFS IPサブネットプールポリ
シー

NetApp_ISCSI_A_Subnet_pool最初の iSCSIVLANに使用され
る IPサブネットプールポリ
シー。

iSCSI_A IPサブネットプール
ポリシー

NetApp_ISCSI_B_Subnet_pool2番目の iSCSI VLANに使用さ
れる 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

netapp_svm_subnet_poolSVMの管理用のサブネット IP
プールポリシー。

SVM mgmt IPサブネットプー
ルポリシー

VMNet_IP_Subnet_pool_policyVMネットワークのサブネット
IPプールポリシー。

VMNet IPサブネットプールポ
リシー

NetApp-Poolノード 1用の VLAN ID割り当
て元の APIC VLANプール。

ノード 1用の APIC VLANプー
ル

NetApp-Poolノード 2用の VLAN ID割り当
て元の APIC VLANプール。

ノード 2用の APIC VLANプー
ル

ACI2-CMODE-01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 1 ID

ACI2-CMODE-022番目の Netapp Cモードアカ
ウントノードの ID。

クラスタノード 2 ID

RPVNXアカウントに接続されて
いるリカバリポイント。

デフォルトのリカバリポイン

ト

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

リカバリポイントのクラスタ
ID
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物理ネットワークの環境変数

サンプル値説明環境変数

IP_poolNetAppデータストアとホスト
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。

IPプール

pxe_ip_new11Preboot 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。

PXEサーバの IPプール

VNX_APIC185@common@BMA-
AP@PSC_BMA

Cisco UCS Director Baremetal
Agentのエンドポイントグルー
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。

BMA EPGエンティティ

○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CiscoUCSFIA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。

FI Aへの接続

Phy_LB_Domainロードバランササービスを使

用するために必要な物理ドメイ

ン。

LBの物理ドメイン

topology/pod-1/node-101/sys/cdp
/inst/if-[eth1/12]/adj-1

ロードバランササービスの物

理バス。

物理 LBパス
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サンプル値説明環境変数

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

最初の Direct Port Channel
（DPC）の静的パス。

DPC静的パス 1

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

2番目の DPCの静的パス。DPCの静的パス 2

topology/pod-1/protpaths-
103-104/pathep-[ifs-n3k-b_PolGrp]

ACIリーフから外部ルータへの
最初の中継パス。

L3Outへのパス 1

topology/pod-1/protpaths-
103-104/pathep-[ifs-n3k-a_PolGrp]

ACIリーフから外部ルータへの
2番目の中継パス。

L3Outへのパス 2

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

L2物理ドメイン

Ipsubnetpoolpolicyサブインターフェイスの IPア
ドレスの取得に使用されるプー

ルポリシー。

IPサブネットプールポリシー

L3out_Pool外部ルータと ACIファブリッ
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。

L3 VLANプール

L2out_Pool中継 EPGの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、中継 EPGを作
成するために使用されます。

L2中継 VLANプール

topology/pod-1/node-302APICアカウントのリーフノー
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。

ノード

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]

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。

ルーテッドサブインターフェ

イスパス
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サンプル値説明環境変数

192.0.232.166, 192.0.232.167APICアカウントの Nexusス
イッチ。

Nexusスイッチ

loop_back_ip_pool_policy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。

ループバック IPサブネット
プールポリシー

Phy_L3out_domainAPICアカウントのレイヤ 3ド
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。

L3ドメイン

IP_pool外部レイヤ 3ネットワークの
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。

ルータ IPプール

IP_poolロードバランサデバイスクラ

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。

LBクラスタ IPプール

topology/pod-1/protpaths-101-102
/pathep-[vpcPG_ec1acifwi001-2_DATA

外部レイヤ 3ネットワークの
ルータにAPICを接続するイン
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パス

IP_poolAPICリーフのスイッチ仮想イ
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。

SVI IPプール
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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 PXEBoot Service Profile Template、IQN Pool、Replication Storage Group、PXE Server
IP Pool、BMA EPG Entity、Physical domain for LB、Physical LB Path。

（注）

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。
CiscoUCSDirector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（ResourceGroupEnvironmentVariable）]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

環境変数の名前。[カスタム環境変数名（CustomEnvironmentName）]
フィールド

環境変数の説明。[説明（Description）]フィールド

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。

[リソースタイプ（Resource 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。

[入力タイプ（Input Type）]ドロップダウンリスト
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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（EnvironmentVariables）]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（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。

説明名前

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

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。

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。

（注）

[DRの有効化（Enable DR）]チェックボックス
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説明名前

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。

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

災害時にフェールオーバーとデータの回復を実行す

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。

[DRSリソースグループ（ADRS Resource Group）]
ドロップダウンリスト

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。

（注）

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。

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。

（注）

[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（SelectedCapacities）]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。
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 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。

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。

（注）

[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（SelectedCapacities）]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。
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。

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。

（注）

[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（SelectedCapacities）]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。
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。

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（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（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) [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。
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（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。
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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。
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（FCCapability
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。
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（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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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
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。

[VM導入ポリシー（VM Deployment Policy）]
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。

[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 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、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。

[通常の HA IPプール（Regular HA IP Pool）]
フィールド
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説明名前

[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

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

HAIPプールと通常のHAIP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。

[ステートフルHA IPプール（StatefulHA IPPool）]
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

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。

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

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。

[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。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。

[クラスタユーザ名（ClusterUsername）]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。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。

[クラスタのパスワード（ClusterPassword）]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。

[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。[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。

[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。

[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。

[物理ドメイン（Physical Domain）]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。

[静的パス（Static Path）]フィールド

リーフに接続されている Cisco ASAデバイスの
ポートチャネルインターフェイス（Po1、
Port-channel1など）。

[ポートチャネル名（Port Channel Name）]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。

[チャネルグループ ID（ChannelGroup Id）]フィー
ルド
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説明名前

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。

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。

（注）

[ポートチャネルメンバーインターフェイス（Port
Channel Member Interfaces）]フィールド

b) [送信（Submit）]をクリックします。
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。

（注）

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デバイスのゲートウェイ 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

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.5    
23

リソースグループの管理

リソースグループの追加



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

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。

[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。

[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。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）。

[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。[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。

    Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.5
24

リソースグループの管理

リソースグループの編集



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。

説明名前

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

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。

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。

（注）

[DRの有効化（Enable DR）]チェックボックス

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。

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

災害時にフェールオーバーとデータの回復を実行す

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。

[DRSリソースグループ（ADRS Resource Group）]
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 （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

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.5    
25

リソースグループの管理

リソースグループの編集



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（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（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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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。

説明名前

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。
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[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）

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。

説明名前

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。

説明名前

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。
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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

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
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。

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。

（注）

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（ResourceEntity）]：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。

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。

（注）

• [プライベートネットワーク（PrivateNetwork）]：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（ViewDetails）]
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（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。

説明名前

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

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。

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）。

（注）

[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
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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。

説明名前

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。

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。

[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。

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。

[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
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説明名前

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
DirectorAdministrationGuide』を参照してください。

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。

（注）

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。

重要

[リソースタグ（Resource Tag）]テーブル
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説明名前

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。

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

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。

[リソース容量（Resource Capacity）]テーブル

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。

（注）

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。

説明名前

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

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。

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）。

（注）

[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
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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。

説明名前

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。

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。

[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。

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。

[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
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説明名前

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
DirectorAdministrationGuide』を参照してください。

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。

（注）

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。

重要

[リソースタグ（Resource Tag）]テーブル
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説明名前

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。

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

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。

[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

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。

（注）

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。

説明名前

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

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。

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）。

（注）

[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
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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。

説明名前

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。

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。

[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。

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。

[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

Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.5    
41

リソースグループの管理

提供サービスの編集



説明名前

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
DirectorAdministrationGuide』を参照してください。

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。

（注）

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。

重要

[リソースタグ（Resource Tag）]テーブル
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説明名前

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。

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

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。

[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。
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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（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。

説明名前

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

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。

[DRの有効化（Enable DR）]チェックボックス
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説明名前

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。

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。

（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 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。

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、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

    Cisco UCS Director APIC 管理ガイド、リリース 5.5
46

リソースグループの管理

テナントプロファイルの追加



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CiscoUCSManager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。

説明名前

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
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説明名前

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。

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。

（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。

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。
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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。

説明名前

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、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。

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。

（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 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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