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Cisco UCS Director およびシスコ アプリケーション セント
リック インフラストラクチャ
Cisco UCS Director は、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、および仮想化の各階層
に対し単一のインターフェイスから管理できる統合インフラストラクチャ管理ソリューションで
す。Cisco UCS Director では、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、および仮想化の
各階層をサポートするワークフロー タスクで、ワークフロー オーケストレーション エンジンを
使用します。Cisco UCS Director はマルチテナント機能をサポートするため、インフラストラク
チャをポリシー ベースで共有することができます。
Cisco UCS Director は、異なるコンテナ階層の間でコントラクトを定義する機能をサポートするた
め、階層間にルールを適用することもできます。
シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）では、アプリケーションの
要件によってネットワークを定義できます。このアーキテクチャは、アプリケーションの導入サ
イクル全体を簡素化、最適化、加速化します。
Cisco UCS Director と Cisco ACI を組み合わせることにより、アプリケーション セントリック イン
フラストラクチャのプロビジョニングおよび提供を自動化できます。

（注）

ACI 1.1(1*) を使用するには、TLSv1 が Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）
で有効になっていることを確認します。APIC で、[ファブリック（Fabric）] > [ファブリック
リソース（Fabric Resources）] > [Pod Polices（ポッド ポリシー）] > [通信（Communication）] >
[デフォルト（Default）] を選択して、TLSv1 を有効にします。

Cisco Application Policy Infrastructure Controller
Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）は、シスコ アプリケーション セントリッ
ク インフラストラクチャ（ACI）の自動化、管理、モニタリング、およびプログラム可能性の統
合ポイントです。APIC は、インフラストラクチャの物理コンポーネントと仮想コンポーネントに
対して統一された運用モデルを提供し、あらゆるアプリケーションをどこからでも展開、管理、
モニタリングできるようにします。また、さらに大規模なクラウド ネットワークの中央制御エン
ジンとなります。APIC は、ユーザ定義のアプリケーション要件とポリシーに基づき、ネットワー
クのプロビジョニングと制御をプログラムによって自動化します。APIC の詳細については、この
リリースの『Cisco UCS Director APIC Management Guide』を参照してください。
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オーケストレーション機能を使用して、ワークフローの APIC 構成と管理タスクを自動化するこ
とができます。APIC のオーケストレーション タスクの完全なリストは、ワークフロー デザイナ
とタスク ライブラリで入手できます。Cisco UCS Director でのオーケストレーションの詳細につい
ては、このリリースの『Cisco UCS Director Orchestration Guide』を参照してください。

APIC アプリケーション コンテナ
Cisco UCS Director では、Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）をサポートするア
プリケーション コンテナを作成できます。追加情報については、このリリースの『Cisco UCS
Director APIC Management Guide』を参照してください。APIC アプリケーション コンテナでは、
次を実行できます。
• WMware 環境でのネットワークの確立。
• 複数のネットワークからの VM のプロビジョニング。
• ゲートウェイ（ASAv など）を使用してネットワークを隔離する手段を提供する。
• VPX または SDX ロード バランサを使用したコンテナ ネットワークのロード バランシング
を可能にする。
• Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）の使用
• ベア メタル サーバ、または VM、あるいはその両方のプロビジョニング。

APIC アプリケーション コンテナの前提条件
APIC アプリケーション コンテナを作成する前に、次の Cisco UCS Director タスクを実行する必要
があります。これらのタスクの追加情報については、このリリースの『Cisco UCS Director APIC
Management Guide』を参照してください。
• APIC アカウントを追加し、設定します。
• リソース グループを追加します。
• 提供サービスを追加します。
• テナント プロファイルを追加します。
• タグ ライブラリを追加します。タグの作成については、このリリースの『Cisco UCS Director
Administration Guide』を参照してください。
• ファイアウォール ポリシーを追加します（任意）。

APIC アプリケーション コンテナの制限
Cisco UCS Director APIC アプリケーション コンテナには次の制限があります。
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• コンテナを作成し、使用する前に、テナント オンボーディングを実行する必要があります。
• リソース グループには、コンテナのリソースの管理に必要なアカウントが含まれている必要
があります。これは、ストレージ、コンピューティング、ネットワーク、および仮想リソー
スを任意に組み合わせたものです。
• 物理サーバを必要とするアプリケーション コンテナ構成の場合、現在では UCS 管理対象サー
バのみがサポートされています。

Cisco UCS Director リリース 6.5 アプリケーション コンテナ ガイド
4

Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
APIC アプリケーション コンテナの作成プロセス

APIC アプリケーション コンテナの作成プロセス
次の図に、Cisco UCS Director 内での APIC アプリケーション コンテナの作成プロセスのフローを
示します。
図 1：APIC アプリケーション コンテナの作成プロセス
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ASAv VM 導入ポリシー
適応型セキュリティ仮想アプライアンス（ASAv）は、仮想化環境に包括的なファイアウォール機
能を提供し、データセンター トラフィックとマルチテナント環境のセキュリティを強化します。
ASAv VM 導入ポリシーは、OVF からの ASAv VM の導入タスクで使用されます。

ASAv VM 導入ポリシーの追加
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [リソース グループ（Resource Groups）] を選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] ページで [ASAv VM 導入ポリシー（ASAv VM Deployment Policy）]
をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ASAv VM 展開ポリシー（ASAv VM Deployment Policy）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ASAv VM 導入ポリシーの名前を入力します。

[ASAv OVF] リスト

リストを展開してオープン仮想化フォーマット
（OVF）のテンプレート ファイルを選択し、[選択
（Select）] をクリックします。

[VM 名（VM Name）] フィールド

ASAv 仮想マシン（VM）インスタンスの名前を入
力します。
このポリシーによって、この VM 名の前にコンテナ
名が自動的に付与されます。

[ポート（Port）] フィールド

ファイアウォール アプライアンスのポート番号を
入力します。
ポート 443 の使用をお勧めします。

[ユーザ名（Username）] フィールド

ファイアウォール アプライアンスへのアクセスに
使用されるユーザ名を入力します。

[パスワード（Password）] フィールド

ファイアウォール アプライアンスへのアクセスに
使用されるパスワードを入力します。

[ディスク形式（Disk Format）] ドロップダウンリス 仮想ディスク フォーマットを選択します。プロビ
ト
ジョニングに使用可能なフォーマットは、[Thick
Provision Lazy Zeroed]、[Thick Provision Eager
Zeroed]、および [Thin Provision] です。
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名前

説明

[導入オプション（Deployment Option）] ドロップダ 導入オプションを選択します。これは、VM を展開
ウン リスト
するために使用できる、事前定義済みの設定です。
導入オプションは、ASAv 9.3.1、ASAv 9.3.2 以降の
OVF に基づいて一覧表示されます。
導入オプションは、導入 vCPU カウントに基づい
て、ASAv 9.3.1 用に一覧表示されます。このカウン
トは、ASAv VM の導入時に ASAv VM に搭載され
る vCPU の数を表します。
次の導入オプションが ASAv 9.3.2 以降用に一覧表
示されます。
• [ASAv5]：ASAv を 100 Mbps の最大スループッ
トで導入します（1 つの vCPU と 2 GB のメモ
リを使用します）。これがデフォルト値です。
• [ASAv10]：ASAv を 1 Gbps の最大スループッ
トで導入します（1 つの vCPU と 2 GB のメモ
リを使用します）。
• [ASAvASAv30]：ASAv を 2 Gbps の最大スルー
プットで導入します（4 つの vCPU と 8 GB の
メモリを使用します）。
（注）

ステップ 5

バージョン ASAv 9.5.2 のリリースまで、
OVA ファイルは VMware 環境の ASAv 導
入用に提供されていました。バージョン
ASAv 9.5.2 以降では、OVA ファイルは
Cisco.com で入手できず、代わりに ZIP
ファイルが表示されます。zip ファイルに
は、asav-esxi.ovf ファイルではなく
asav-vi.ovf ファイルを選択できる 2 つの
OVA ファイルが含まれています。

[送信（Submit）] をクリックします。

APIC ファイアウォール ポリシー
オプションで、エンドポイント間の特定のポートを通過するネットワーク トラフィックを許可す
るファイアウォール ポリシー ルールを作成できます。
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アプリケーション プロファイルを作成すると、アプリケーション プロファイル内の階層ごとに
ファイアウォールとロード バランサのどちらを使用するかを選択できます。L4-L7 ポリシーを作
成する場合は、Cisco UCS Director で作成したファイアウォール ポリシーのいずれかを選択できま
す。
ファイアウォール ポリシーは、ファイアウォールをサービスとして選択した次の APIC タスクで
使用されます。
• L4-L7 サービス グラフの作成
• L4-L7 サービス グラフへの機能ノードの追加

APIC ファイアウォール ポリシーの追加
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [リソース グループ（Resource Groups）] を選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] ページで [APIC ファイアウォール ポリシー（APIC Firewall Policy）]
をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ファイアウォール ポリシーの作成（Create Firewall Policy）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

ポリシーの詳細
[名前（Name）] フィールド

ファイアウォール ポリシーの名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド

ファイアウォール ポリシーの説明を入力します。

ACL の詳細
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名前

説明

[ACL（ACL(s)）] リスト
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名前

説明
リストを展開して、ファイアウォール ポリシーに
定義されているアクセス制御リスト（ACL）を選択
します。
[+] をクリックして ACL を定義します。
[ACL へのエントリの追加（Add Entry to ACL(s)）]
画面で、次のフィールドに値を入力します。
• [既存のACLリスト名（Existing ACL List
Name）] ドロップダウンリスト：既存の ACL
のリストから ACL 名を選択します。
• [新しい ACL リスト（New ACL list?）] チェッ
ク ボックス：新しい ACL を作成する場合は、
このボックスをオンにします。
• [新しい ACL リスト名（New ACL List Name）]
フィールド：このフィールドは、[新しい ACL
リスト（New ACL list）] チェック ボックスを
オンにすると表示されます。作成する ACL の
名前を入力します。
• [ACL 名（ACL Name）] フィールド：ファイア
ウォール ポリシー用のルールを定義する ACL
エントリ。
• [プロトコル（Protocol）] ドロップダウンリス
ト：通信用のプロトコルを選択します。
• [任意の送信元（Source Any）] チェック ボック
ス：すべての送信元ホストまたはネットワー
クを許可または拒否する場合は、このボック
スをオンにします。デフォルトでは、この
チェック ボックスはオンになっています。
• [送信元アドレス（Source Address）] フィール
ド：このフィールドは、[任意の送信元（Source
Any）] チェックボックスをオフにすると表示
されます。送信元アドレスとしてシングル ホ
ストまたはそれらの範囲を指定するための IP
アドレス、IP アドレス範囲、またはサブネッ
ト マスク付き IP アドレスを入力します。
• [任意の宛先（Destination Any）] チェック ボッ
クス：すべての宛先アドレスに ACL エントリ
ステートメントを適用するには、このボック
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名前

説明
スをオンにします。デフォルトでは、この
チェック ボックスはオンになっています。
• [接続先アドレス（Destination Address）] フィー
ルド：このフィールドは、[任意の接続先
（Destination Any）] チェックボックスをオフ
にすると表示されます。接続先アドレスとし
てシングル ホストまたはそれらの範囲を指定
するための IP アドレス、IP アドレス範囲、ま
たはサブネット マスク付き IP アドレスを入力
します。
• [アクション（Action）] ドロップダウンリス
ト：ACL エントリのアクションとして [許可
（Permit）] または [拒否（Deny）] を選択しま
す。
• [順序（Order）] フィールド：許可ステートメ
ントまたは拒否ステートメントを実行する必
要のあるシーケンスを入力します。

[ブリッジ グループ インターフェイスの詳細（Bridge Group Interface Details）]：ブリッジ グループ イン
ターフェイスは、ファイアウォールをトランスペアレント モードで実行している場合は必ず設定する必
要があります。セキュリティ コンテキストのオーバーヘッドを避けたい場合、またはセキュリティ コン
テキストを最大限に使用したい場合、インターフェイスをブリッジ グループにグループ化し、各ネット
ワークに 1 つずつ複数のブリッジ グループを設定できます。
ブリッジ グループのトラフィックは他のブリッジ グループから隔離され、トラフィックは ASA 内の他
のブリッジ グループにはルーティングされません。また、トラフィックは外部ルータから ASA 内の他
のブリッジ グループにルーティングされる前に、ASA から出る必要があります。ブリッジング機能はブ
リッジ グループごとに分かれていますが、その他の多くの機能はすべてのブリッジ グループ間で共有さ
れます。たとえば、syslog サーバまたは AAA サーバの設定は、すべてのブリッジ グループで共有され
ます。
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名前

説明

[ブリッジグループインターフェイス（Bridge Group ファイアウォール ポリシーに対して定義されたブ
Interface(s)）] フィールド
リッジ グループ インターフェイスを入力します。
ブリッジ グループ インターフェイスのリストを展
開し、[+] をクリックして、ブリッジ グループ ID
を定義します。
[ブリッジ グループ インターフェイスへのエントリ
の追加（Add Entry to Bridge Group Interface(s)）] 画
面で、次のフィールドに値を入力します。
• [ブリッジ グループ ID（Bridge Group ID）]
フィールド：ブリッジ グループの一意の ID を
入力します。ブリッジ グループ ID の値は 1 ～
100 の整数です。
• [IPv4 アドレス値（IPv4 Address Value）] フィー
ルド：ブリッジ グループの管理 IP アドレスを
入力します。
インターフェイスの詳細（Interface Details）
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名前

説明

[インターフェイス（Interface(s)）] フィールド
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名前

説明
ファイアウォール ポリシーに対して定義されたイ
ンターフェイスを入力します。
インターフェイスのリストを展開し、[+] をクリッ
クして、インターフェイスを定義します。
[インターフェイスへのエントリの追加（Add Entry
to Interface(s)）] 画面で、次のフィールドに値を入
力します。
• [インターフェイス名（Interface Name）] フィー
ルド：設定する必要のあるインターフェイス
の名前を入力します。
• [仮想IPのIPプールオプション（IP Pool Option
for Virtual IP）] ドロップダウンリスト：IP プー
ル オプションを使用すると、仮想 IP アドレス
が IP アドレスの範囲からインターフェイスに
割り当てられます。インターフェイスに IP ア
ドレスを自動的に割り当てるには、次のオプ
ションのいずれかを選択します。
◦ 既存のリストからIPプールを選択
◦ IPプール範囲を指定
• [IP プール（IP Pool）] フィールド：インター
フェイス用として予約されていない仮想 IP ア
ドレスを選択する IP プールを入力します。
• [セキュリティレベル（Security Level）] フィー
ルド：インターフェイスのセキュリティ レベ
ルを入力します。セキュリティ レベルの値は
0 ～ 100 の整数です。
• [ブリッジグループID（Bridge Group ID）] ド
ロップダウンリスト：インターフェイスを割
り当てる必要のあるブリッジ グループ ID を選
択します。
• [インバウンドACL（Inbound ACL）] ドロップ
ダウンリスト：インターフェイスに入るとき
にトラフィックに適用するインバウンド アク
セス リストとして ACL を選択します。
• [アウトバウンドACL（Outbound ACL）] ドロッ
プダウンリスト：インターフェイスを出ると
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Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
APIC ネットワーク ポリシー

名前

説明
きにトラフィックに適用するアウトバウンド
アクセス リストとして ACL を選択します。

インターフェイスの割り当て
[外部インターフェイス（External Interface）] ドロッ 外部インターフェイスとしてインターフェイスを選
プダウンリスト
択します。
[内部インターフェイス（Internal Interface）] ドロッ 内部インターフェイスとしてインターフェイスを選
プダウンリスト
択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

APIC ネットワーク ポリシー
APIC ネットワーク ポリシーは、アプリケーション プロファイルのネットワーク（階層）設定で
使用するオプションのポリシーです。APIC ネットワーク ポリシーは APIC アプリケーション コ
ンテナのプロビジョニングに使用されるデフォルト設定を上書きします。テナントまたはコンテ
ナのプライベート ネットワークを指定し、サブネットワークを作成し、エンド ポイント グルー
プ（EPG）を作成するためのポリシーを作成できます。

APIC ネットワーク ポリシーの追加
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [リソース グループ（Resource Groups）] を選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] ページで [APIC ネットワーク ポリシー（APIC Network Policy）]
をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ネットワーク ポリシーの作成（Create Network Policy）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

ポリシー仕様
[名前（Name）] フィールド

APIC ネットワーク ポリシーの名前を入力します。
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Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
APIC ネットワーク ポリシーの追加

名前

説明

[説明（Description）] フィールド

APIC ネットワーク ポリシーの説明を入力します。

プライベート ネットワーク仕様
[プライベートネットワーク（Private Network）] ド 次のいずれかを実行します。
ロップダウンリスト
• [コンテナ（Container）]：プライベート ネット
ワークをコンテナ ワークフローから選択しま
す。
• [テナント（Tenant）]：プライベート ネット
ワークをテナントから選択します。
サブネット仕様
[サブネットの作成（Create Subnet）] チェックボッ サブネットを作成する場合に、このボックスをオン
クス
にします。
[サブネットの作成（Create Subnet）] をオンにする
と、次の追加のフィールドが表示されます。
• [共有サブネット（Shared Subnet）] ボックス：
共有サブネットを使用してプライベート ネッ
トワークを作成する場合に、このボックスを
オンにします。
• [パブリック サブネット（Public Subnet）]
チェック ボックス：パブリック サブネットを
使用してプライベート ネットワークを作成す
る場合に、このボックスをオンにします。
• [プライベート サブネット（Private Subnet）]
チェック ボックス：プライベート サブネット
を使用してプライベート ネットワークを作成
する場合に、このボックスをオンにします。
EPG 仕様
[QOS] フィールド

EPG に割り当てる必要のある QOS 名を入力します。

[導入の緊急度（Deploy Immediacy）] ドロップダウ ドメインをすぐに導入するかまたは必要に応じて導
ンリスト
入するかを選択します。
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Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
APIC ネットワーク ポリシーの追加

名前

説明

[解決の緊急度（Resolution Immediacy）] ドロップダ ポリシーがリーフ ノードにどのように適用される
ウンリスト
かを選択します。
• [緊急（Immediate）]：VLAN バインディング、
NVGRE バインディング、VXLAN バインディ
ング、契約、およびフィルタを含むすべての
ポリシーがハイパーバイザの物理 NIC の接続
時にリーフ ノードに適用されます。ハイパー
バイザ/リーフ ノード間接続の解決には、リン
ク層検出プロトコル（LLDP）または OpFlex
が使用されます。
• [オンデマンド（On Demand）]：物理 NIC を接
続し、仮想 NIC とポート グループ（EPG）を
関連付けたときにのみ、ポリシーがリーフノー
ドに適用されます。
• [事前プロビジョニング（Pre-provision）]：VM
コントローラが仮想スイッチ（たとえば、
VMware VDS など）に接続される前でもポリ
シー（たとえば、VLAN、VXLAN バインディ
ング、コントラクト、フィルタなど）をリー
フ スイッチにダウンロードすることにより、
スイッチの設定を事前プロビジョニングする
ことを指定します。
ブリッジ ドメイン仕様
[フォワーディング（Forwarding）] ドロップダウン ブリッジ ドメインのフォワーディング方式（[最適
リスト
化（Optimize）] または [カスタム（Custom）]）を
選択します。
[L2不明なユニキャスト（L2 Unknown Unicast）] ド 不明な層宛先のフォワーディング方式を選択しま
ロップダウンリスト
す。
このドロップダウンリストは、[フォワーディング
（Forwarding）] ドロップダウンリストで [カスタム
（Custom）] を選択すると表示されます。
[不明なマルチキャストフラッディング（Unknown
Multicast Flooding）] ドロップダウンリスト

不明な層宛先のマルチキャストトラフィックのフォ
ワーディング方式を選択します。
このドロップダウンリストは、[フォワーディング
（Forwarding）] ドロップダウンリストで [カスタム
（Custom）] を選択すると表示されます。
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レイヤ 4 ～ レイヤ 7 サービス ポリシー

名前

説明

[ARPフラッディング（ARP Flooding）] チェックボッ ARP フラッディングを有効にする場合に、このボッ
クス
クスをオンにします。ARP フラッディングが無効
になっている場合は、ユニキャスト ルーティング
がターゲット IP アドレスで実行されます。
このチェックボックスは、[フォワーディング
（Forwarding）] ドロップダウンリストで [カスタム
（Custom）] を選択すると表示されます。
[ユニキャストルーティング（Unicast Routing）]
チェックボックス

ユニキャスト ルーティングを有効にする場合に、
このボックスをオンにします。ユニキャスト ルー
ティングは事前に定義されたフォワーディング基準
（IP または MAC アドレス）に基づくフォワーディ
ング方式です。
このチェックボックスは、[フォワーディング
（Forwarding）] ドロップダウンリストで [カスタム
（Custom）]を選択すると表示されます。このチェッ
クボックスは、デフォルトでオンになっています。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

レイヤ 4 ～ レイヤ 7 サービス ポリシー
APIC は、ファブリック内のサービスをプロビジョニングできるだけでなく、ファブリックに接続
するファイアウォールやロード バランサなどのレイヤ 4 ～レイヤ 7 のサービスもプロビジョニン
グできるようにするオープン ノースバウンド API を備えています。

レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの追加
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [リソース グループ（Resource Groups）] を選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] ページで [L4-L7 サービス ポリシー（L4-L7 Service Policy）] をク
リックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[L4-L7 サービスポリシーの追加（Add L4-L7 Service Policy）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
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レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの追加

名前

説明

L4-L7 サービスの仕様
[名前（Name）] フィールド

レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの名前を入
力します。

[説明（Description）] フィールド

レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの説明を入
力します。
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レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの追加

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

Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの追加

名前

説明
このボックスをオンにした場合は、ファイアウォー
ル サービス サービスがレイヤ 4 ～レイヤ 7 サービ
スポリシーに適用可能になります。[ファイアウォー
ルを許可（Allow Firewall）] を選択すると、次の追
加のフィールドが表示されます。
• [ファイアウォール タイプ（Firewall Type）] ド
ロップダウン リスト：ファイアウォール タイ
プを選択します。
• [デバイスパッケージ（Device Package）] フィー
ルド：リストを展開し、サポートされている
APIC バージョンに基づいて正しいデバイス
パッケージを選択します。
• [ファイアウォール ポリシー（Firewall Policy）]
フィールド：リストを展開して、ファイア
ウォール ポリシーを選択します。[+] をクリッ
クして、ファイアウォール ポリシーを追加し
ます。
ファイアウォール ポリシーの追加についての
詳細は、APIC ファイアウォール ポリシーの追
加, （8 ページ） を参照してください。
• [マルチ コンテキストの有効化（Multi Context
Enabled）] チェック ボックス：複数のセキュ
リティ コンテキスト対応の ASA がファイア
ウォール設定に使用されているかどうかを確
認するには、このチェック ボックスをオンに
します。
このチェック ボックスは、[物理
（PHYSICAL）] ファイアウォール タイプが選
択されている場合にのみ表示されます。
このチェックボックスがオフの場合、物理ASA
アプライアンスを使用できます。
（注）

VMware 環境に加え、Hyper-V 環境
でも、コンテナのファイアウォール
として物理 ASA を使用することを選
択できます。

• [ファイアウォール HA を有効にする（Enable
Firewall HA）] チェックボックス—このチェッ
クボックスは、[仮想（VIRTUAL）] ファイア
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レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの追加

名前

説明
ウォール タイプが選択されている場合にのみ
表示されます。ファイアウォール サービスの
高可用性を有効にする場合に、このボックス
をオンにします。
• [ステートフル フェールオーバーの有効化
（Enable Stateful Failover）] ドロップダウン リ
スト：このフィールドは、[ファイアウォール
HA の有効化（Enable Firewall HA）] をオンに
した場合に表示されます。高可用性モードで
ASA のステートフル フェールオーバーを有効
にするかまたは無効にするかを選択します。
ステートフル フェールオーバーはデフォルト
では無効になっています。
ASAv でフェールオーバーが設定されている場
合、Gig0/8 は failover_lan インターフェイスで
あり、Gig0/7 はステートフル フェールオーバー
インターフェイス設定のオプションの
failover_link です。
• [トランスペアレントモード（Transparent
Mode）] チェック ボックス：トランスペアレ
ント ファイアウォール モードを実行するに
は、このボックスをオンにします。
このチェックボックスは、[仮想（VIRTUAL）]
ファイアウォール タイプが選択されている場
合にのみ表示されます。
（注）
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この機能は、管理対象のネットワー
ク サービスがある VDC でサポート
されます。

Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの追加

名前

説明

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

このボックスをオンにした場合は、ロード バラン
サ サービスがレイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシー
に適用可能になります。[ロード バランサを許可
（Allow Load Balancer）] を選択すると、次の追加
のフィールドが表示されます。
• [ロード バランサ タイプ（Load Balancer Type）]
ドロップダウン リスト：ロード バランサ タイ
プを選択します。
• [デバイス パッケージ（Device Package）]
フィールド：リストを展開し、リストからデ
バイス パッケージを選択します。
• [ロード バランサ HA を有効にする（Enable
Load Balancer HA）] チェック ボックス：ロー
ド バランサ サービスのハイ アベイラビリティ
を有効にするには、このボックスをオンにし
ます。
• [ネットワーク設定（Network Setting）] チェッ
ク ボックス：ロード バランサ デバイスの NTP
と SNMP 構成を設定するには、このチェック
ボックスをオンにします。
• [NTP および SNMP 設定（NTP and SNMP
Configuration）] フィールド：このフィールド
は、[ネットワーク設定（Network Setting）]
チェック ボックスがオンである場合に表示さ
れます。ネットワーク デバイス ポリシーを選
択するリストを展開します。選択されたネッ
トワーク デバイス ポリシーの NTP および
SNMP 設定は、ロード バランサ デバイスに適
用されます。
（注）

ロード バランサ サービスは、複数のプラ
イベート ネットワークが備わったテナン
トでサポート対象となる唯一のサービス
です。

[概要（Summary）]：レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの概要が表示されます。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
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ネットワーク デバイス システム パラメータ ポリシー

ネットワーク デバイス システム パラメータ ポリシー
ネットワーク デバイス システム パラメータ ポリシーは、ロード バランサ デバイス上で設定され
ている必要がある NTP および SNMP パラメータを設定します。ネットワーク デバイス システム
パラメータ ポリシーは、レイヤ 4 からレイヤ 7 のサービス ポリシーの作成時に、LB デバイスを
設定するための NTP および SNMP パラメータを定義するためにオプションで選択します。
APIC コンテナのプロビジョニング時に、対応する NTP および SNMP パラメータが APIC 内のデ
バイス クラスタに設定され、LB デバイスに設定されるように、アプリケーション プロファイル
と作成したレイヤ 4 からレイヤ 7 のサービス ポリシーを選択する必要があります。

ネットワーク デバイス システム パラメータ ポリシーの追加

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [リソース グループ（Resource Groups）] を選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] ページで [ネットワーク デバイス システム パラメータ ポリシー
（Network Device System Parameters Policy）] をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ネットワーク デバイス システム パラメータ ポリシーの作成（Create Network Device System Parameters
Policy）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

パラメータ ポリシー仕様
[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ネットワーク デバイス システム パラメータ ポリ
シーの名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド

ネットワーク デバイス システム パラメータ ポリ
シーの説明を入力します。

NTP パラメータ
[NTP サーバ（NTP Server）] フィールド

SNMP パラメータ（SNMP Parameters）
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NTP サーバのカンマ区切りの IP アドレスまたはホ
スト名を入力します。

Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
ネットワーク デバイス システム パラメータ ポリシーの追加

名前

説明

[トラップ クラス（Trap Class）] ドロップダウン リ トラップクラスとして次のいずれかを選択します。
スト
• [固有（Specific）]：デバイス固有のトラップを
使用します。
• [汎用（Generic）]：コールド スタート、ウォー
ム スタート、リンク ダウン、リンク アップ、
認証失敗、EGP ネイバ ロスなど、定義済みの
トラップを実装します。
[トラップ宛先（Trap Destination）] フィールド

管理対象デバイスが受信したトラップをアプライア
ンスが転送する宛先システムの IP アドレスを入力
します。

[コミュニティ名（Community Name）] フィールド

SNMP トラップに関連付けられたグローバル コミュ
ニティ文字列を入力します。デバイスから送信され
るトラップは、この文字列をコミュニティ名として
渡します。コミュニティ名には、任意の英数字形式
を使用できます。ハイフン（-）、ピリオド（.）、
シャープ記号（#）、スペース（）、アンパサンド
（@）、等号（=）、コロン（:）、およびアンダー
スコア（_）などの特殊文字を使用できます。

[アクセス許可（Permissions）] ドロップダウン リス SNMP マネージャとエージェントの間で情報を伝送
ト
するための権限として、次のいずれかを選択しま
す。
• get：SNMP エージェントにアクセスして、1 つ
以上の MIB オブジェクトの現在の値を取得し
ます。
• get_next：MIB オブジェクトのツリー全体を順
番に参照します。
• get_bulk：メッセージ サイズに対する特定の制
約内で、できるだけ大きな単位でデータを取
得します。
• set：MIB オブジェクトの現在の値を更新しま
す。
• all
[ユーザ名（User Name）] フィールド

SNMP ユーザの名前を入力します。
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アプリケーション プロファイル

名前

説明

[グループ（Group）] フィールド

SNMP グループの名前を入力します。

[認証タイプ（Authentication Type）] ドロップダウン SNMP ユーザの代わりに送信されるメッセージを認
リスト
証するための認証プロトコルのタイプとして、MD5
または SHA を選択します。
[認証パスワード（Authentication Password）] フィー 選択した認証タイプに使用するパスワードを入力し
ルド
ます。
[プライバシー タイプ（Privacy Type）] ドロップダ SNMP ユーザの代わりに送信されるメッセージを暗
ウン リスト
号化するためのプライバシー タイプとして、AES
または DES を選択します。
[プライバシー パスワード（Privacy Password）]
フィールド

ステップ 5

選択したプライバシー タイプに使用するパスワー
ドを入力します。

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
レイヤ 4 からレイヤ 7 のサービス ポリシーの作成時には、LB デバイスを設定するための NTP お
よび SNMP パラメータを定義するためのネットワーク デバイス ポリシーを選択します。

アプリケーション プロファイル
アプリケーション プロファイルは、アプリケーションの導入に必要なインフラストラクチャの説
明です。これらのインフラストラクチャの要件には、ベアメタル設定、仮想マシン（VM）、L4-L7
ポリシー、および接続ポリシーが含まれます。

（注）

コンテナのプロビジョニングは、VMware 環境または Hyper-V 環境で行うことができます。
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次の図は、アプリケーション プロファイルの依存関係を示しています。
図 2：アプリケーション プロファイル：依存関係
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アプリケーション プロファイルの追加

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [リソース グループ（Resource Groups）] を選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] ページで [アプリケーション プロファイル（Application Profile）]
をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション プロファイルが含まれている行をクリックし、[その他のアクション（More Actions）]
ドロップダウン リストから [表示（View）] を選択して、アプリケーション プロファイルの名前、説明、
およびサービス オファリングを表示します。または [詳細の表示（View Details）] を選択して次を表示し
ます。
名前

説明

[階層(Tiers)]

アプリケーション プロファイルの階層名、説明、
物理ネットワークサービスクラス、および仮想ネッ
トワーク サービス クラスを表示します。

[VM（VMs）]

アプリケーション プロファイルの VM 名、説明、
選択されているネットワーク、仮想コンピューティ
ング サービス クラス、および仮想ストレージ サー
ビス クラスが表示されます。

[BM(BMs)]

アプリケーション プロファイルの VM 名、説明、
選択されているネットワーク、物理コンピューティ
ング サービス クラス、および物理ストレージ サー
ビス クラスが表示されます。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[プロファイル仕様（Profile Specification）] 画面で、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

アプリケーション プロファイルの名前を入力しま
す。
名前は32文字以下の英数字で構成する必要があり、
_（アンダースコア）、-（ハイフン）、.（ピリオ
ド）、:（コロン）などの特殊文字を使用できます。
追加後は名前を変更できません。

[説明（Description）] フィールド
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ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[ネットワーク（Networks）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[サービス オファリング（Service Offering）] リスト サービス オファリングを展開して、使用するサー
ビス オファリングをオンにし、[検証（Validate）]
をクリックします。提供サービスは、このアプリ
ケーション プロファイルでコンテナを作成するテ
ナントに属している必要があります。
[追加（Add）] をクリックして、サービス オファリ
ングを追加します。『Cisco UCS Director APIC
Management Guide』を参照してください。
[ネットワーク（Networks）] リスト

ステップ 8

リストを展開し、[追加（Add）]をクリックしてネッ
トワークを設定します。ネットワークの設定方法の
詳細については、次の手順を参照してください。

[追加（Add）] をクリックしてアプリケーションの層を設定します。
[ネットワークへのエントリの追加（Add Entry to Networks）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ネットワーク（Network）] フィールド

ネットワークの名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド

ネットワークの説明を入力します。

[ネットワークタイプ（Network Type）] ドロップダ ネットワーク タイプを選択します。
ウンリスト
• [内部（Internal）]
• [外部（External）]
• [インフラストラクチャ（Infrastructure）]
• [フェールオーバー（Failover）]
（注）

テナントに複数のプライベート ネット
ワークが必要な場合は、[内部（Internal）]
ネットワーク タイプと [外部（External）]
ネットワーク タイプのみを定義する必要
があります。
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名前

説明

[関心のあるタグ値（Interested Tag Value）] リスト

関心のあるタグ値を展開し、使用するタグ値をオン
にし、[検証（Validate）] をクリックして、各階層
のタグ値を選択します。コンテナのプロビジョニン
グ時に、階層に関連付けられたタグに基づいてリ
ソースが選択されます。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [内部（Internal）] である場合にのみ表示
されます。
（注）

（注）

複数のタグ（VMware クラスタまたはデー
タストア クラスタに使用されるタグ）を
選択できます。たとえば、データストア
のタグ（ds タグ - ゴールド）と VMware
クラスタのタグ（クラスタ タグ - ESXi ク
ラスタ タグ）を選択すると、データスト
アを選択する際に、ゴールド値のタグが
付けられたデータストアが選択されます。
共有 L3Out のサポートを役立てるには、
共通のテナントの外部ネットワークと契
約にタグ付けするために使用されるタグ
値を選択します。

[APICネットワークポリシー（APIC Network Policy）] リストから APIC ネットワーク ポリシーを選択しま
ドロップダウンリスト
す。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [内部（Internal）]、[インフラストラク
チャ（Infrastructure）]、または [フェールオーバー
（Failover）] である場合にのみ表示されます。
[+] をクリックして、APIC ネットワーク ポリシー
を追加します。APIC ネットワーク ポリシーの追加,
（15 ページ）を参照してください。
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名前

説明

[L2/L3選択（L2/L3 Selection）] ドロップダウンリス デフォルトでは、[L2Out] が選択されており、ACI
ト
ファブリックが外部レイヤ 2 ネットワークと統合さ
れます。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [外部（External）] である場合にのみ表
示されます。
次のいずれかを選択できます。
• L2Out：ACI ファブリックを外部レイヤ 2 ネッ
トワークと統合します。
• L3Out：ACI ファブリックを外部レイヤ 3 ネッ
トワークと統合します。
• [SharedL3Out]：ACI ファブリックを共有の外
部レイヤ 3 ネットワークと統合します。ネッ
トワークは、テナント vPOD で事前にタグ付
けおよび更新されている必要があり、共有
L3Out の場合は、外部ネットワークに対して同
じタグが選択されている必要があります。
[テナントで使用可能な既存のL2/L3アウト設定を使 デフォルトでは、このボックスがオンになってお
用する（Use Existing L2/L3 Out config available in the り、コンテナの作成時にテナントで定義されている
tenant）] チェックボックス
L2/L3 アウト設定が使用されます。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [外部（External）] である場合にのみ表
示されます。
（注）

ステップ 9

アプリケーション プロファイルに基づい
てコンテナを作成すると、アプリケーショ
ン プロファイルでの L2/L3 の選択に応じ
て、L2 アウトまたは L3 アウトの設定を
持つテナントが表示されます。

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 10 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 11 [アプリケーション（Application）] 画面で、次の操作を実行します。
a) [VM ベースのアプリケーション コンポーネント（VM Based Application Components）] を展開して、[+]
をクリックします。
b) [VM ベースのアプリケーション コンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to VM Based Application
Components）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。

Cisco UCS Director リリース 6.5 アプリケーション コンテナ ガイド
31

Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
アプリケーション プロファイルの追加

名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィールド

VM の名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド

VM の説明を入力します。

[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リス
ト

リストからネットワークを選択します。

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

イメージ選択に関して、次のいずれかを選択しま
す。
• [すべてのイメージ(All Images)]
• [イメージ タグ ベースの選択（Image Tag based
selection）]：イメージ タグ ベースの選択を
選択すると、[タグ（Tag）] リストが表示さ
れます。[+] をクリックして、タグを追加し
ます。

[コンテンツ ライブラリ VM テンプレートを使用
した新しい VM のプロビジョニング（Provision
new VM using Content Library VM Template）]
チェック ボックス

コンテンツ ライブラリ VM テンプレートから VM
テンプレートを表示して選択するには、オンにし
ます。オフにした場合には、VM イメージ テンプ
レートから VM テンプレートを選択する必要があ
ります。

[コンテンツ ライブラリ VM テンプレート（Content このフィールドは、[コンテキスト ライブラリ VM
Library VM Template）] フィールド
テンプレートを使用した VM のプロビジョニング
（Provision VM using Content Library VM Template）]
チェック ボックスがオンの場合にのみ表示されま
す。リストを展開して、コンテンツ ライブラリか
ら VM テンプレートを選択します。
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名前

説明

[VM イメージ（VM Image）] リスト

このフィールドは、[コンテンツ ライブラリ VM
テンプレートを使用した新しい VM のプロビジョ
ニング（Provision new VM using Content Library VM
Template）] 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。VM イメージを展開
して、使用する VM イメージをオンにし、[検証
（Validate）] をクリックします。リストは、[イ
メージ選択タイプ（Image Selection Type）] ドロッ
プダウン リストで選択されたオプションによって
異なります。
（注）

（注）

クラウド タイプにかかわらず、すべて
の VM イメージが管理対象クラウドか
らリストされます。
次の基準を満たすイメージの選択肢が表
示されます。
• VMware ツールがインストールさ
れているイメージ。
• いずれのグループにも割り当てら
れていないイメージ。

[リンク済み複製の使用（Use Linked Clone）]
チェック ボックス

このチェック ボックスは、スナップショットを使
用する VM テンプレートを選択した場合のみ有効
です。高速でストレージ効率の高いプロビジョニ
ングが可能なリンク クローン機能を使用して新し
い VM を展開するには、このボックスをオンにし
ます。

[スナップショット（Snapshot）] フィールド

このフィールドは、[リンク クローンの使用（Use
Linked Clone）] 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。[選択（Select）] を
クリックして、リンク クローン機能を使用して新
しい VM をプロビジョニングするために使用する
必要があるスナップショットを選択します。

[仮想コンピューティング サービス クラス（Virtual 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
Compute Service Class）] ドロップダウン リスト
ラスを選択します。
[仮想ストレージ サービス クラス（Virtual Storage 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。
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名前

説明

[VMパスワード共有オプション（VM Password
Sharing Option）] ドロップダウン リスト

ユーザと VM のルートまたは管理者パスワードを
共有する方法を選択します。
• 共有しない
• パスワード リセット後に共有する
• テンプレート クレデンシャルを共有する
パスワード共有オプションとして [パスワード リ
セット後に共有する（Share after password reset）]
または [テンプレート クレデンシャルを共有する
（Share template credentials）] を選択したときに表
示されるテンプレートのルート ログイン ID とルー
ト パスワードを指定します。

[VM ネットワーク インターフェイス（VM Network リストを展開し、[+] をクリックして、VM ネット
Interfaces）] リスト
ワーク インターフェイスを追加します。
[最大数量（Maximum Quantity）] フィールド

階層ごとの VM インスタンスの最大数を入力しま
す。
（注）

[初期数量（Initial Quantity）] フィールド

この数により、各階層のサブネット サ
イズを決定することができます。この数
は、アプリケーション コンテナの導入
時に定義される値で上書きされます。こ
の値は、リソースの数がアプリケーショ
ン プロファイル内の最大数より少ない
場合でも受け入れられます。

アプリケーションの作成時にプロビジョニングす
る VM インスタンスの数を入力します。

c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 12 [アプリケーション（Application）] 画面で、次の操作を実行します。
a) [ベア メタル アプリケーション コンポーネント（Bare Metal Application Components）] リストを展開し
て、[+] をクリックします。
b) [ベア メタル アプリケーション コンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to Bare Metal Application
Components）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[インスタンス名（Instance Name）] フィールド

ベア メタル インスタンスの名前を入力します。
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名前

説明

[説明（Description）] フィールド

ベア メタル インスタンスの説明を入力します。

[ブート LUN サイズ（GB）（Boot Lun Size (GB)）] ブートの推奨 LUN サイズ。
フィールド
[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リス
ト

ネットワークを選択します。

[ターゲット BMA（Target BMA）] ドロップダウ
ン リスト

PXE セットアップ用のベア メタル エージェント
（BMA）を選択します。

[ベア メタル イメージ（Bare Metal Image）] ドロッ ベア メタル イメージを選択します。
プダウン リスト
[ブレードタイプ（Blade Type）] ドロップダウン
リスト

APIC コンテナのブレード タイプとして次のいず
れかを選択します。
• ハーフ幅（Half Width）
• フル幅（Full Width）

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

物理コンピューティング カテゴリのサービス ク
ラスを選択します。

[物理ストレージ サービス クラス（Physical Storage 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。

c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 13 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 14 [コントラクト（Contracts）] 画面で、多層アプリケーションの通信に関するルールを定義できます。
コントラクトは、エンドポイント グループ間（EPG 間）通信を有効にするポリシーです。このポリシー
は、アプリケーション層間の通信を指定するルールです。コントラクトが EPG に添付されていない場合
は、EPG 間通信がデフォルトで無効になります。EPG 内通信は常に許可されるため、EPG 内通信にはコ
ントラクトが必要ありません。
コントラクトに複数の対象を含めることができます。対象は、単方向または双方向フィルタの実現に使用
できます。単方向フィルタは、コンシューマからプロバイダー方向（IN）フィルタとプロバイダーからコ
ンシューマ方向（OUT）フィルタのどちらかの方向で使用されます。双方向フィルタは同じフィルタが両
方の方向で使用されます。これは、再帰的ではありません。
新しいコントラクトはソース ネットワークと宛先ネットワークのペアごとに作成されます。たとえば、
ソース ネットワークとしての Web 層と宛先ネットワークとしてのアプリケーション層間で複数のルール
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が定義されている場合は、ソース ネットワークとしての Web 層と宛先ネットワークとしてのアプリケー
ション層間のコントラクト情報を保持する単一のコントラクトが APIC 上で作成されます。
コントラクトでは、ルールで単方向または双方向フィルタが定義されている場合に新しい対象が作成され
ます。対象は、ルールに単方向フィルタと双方向フィルタのどちらが含まれているかによって同じコント
ラクトの複数のルールで再利用されます。
新しいフィルタは、特定のルールに対して作成されます。新しいフィルタ ルールは、ネットワーク間で定
義されたすべてのルールに対して作成されます。
ステップ 15 契約を展開し、[+] をクリックして、通信プロトコルの詳細を追加します。
a) [契約へのエントリの追加（Add Entry to Contracts）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ルール名（Rule Name）] フィールド

ルールの名前を入力します。

[ソース ネットワークの選択（Select Source
Network）] ドロップダウン リスト

コントラクト ルールを適用するソース ネットワー
クを選択します。
送信元ネットワークとして外部ネットワークが選
択されている場合、[ルール名（Rule Name）]
フィールド、[送信元ネットワークの選択（Select
Source Network）] ドロップダウン リスト、および
[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）] ドロップダウン リストのみを設定に使
用できます。Cisco UCS Director は、選択した外部
ネットワークで使用されているタグに基づいて、
アプリケーション プロファイルを設定する前に、
テナントの vPOD 内で、既存の契約をタグ付きお
よび更新済みとして使用します。

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

コントラクト ルールを適用する宛先ネットワーク
を選択します。

[ルール説明（Rule Description）] フィールド

ルールの説明を入力します。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

通信用のプロトコルを選択します。

[双方向を適用する（Apply Both Directions）] チェッ 送信元から宛先へのトラフィック（またはその逆
クボックス
のトラフィック）に対して同じ契約を適用する場
合には、このボックスをオンにします。
以下のフィールドは、TCP または UDP プロトコルを選択した場合にのみ表示されます。
[送信元ポートの開始（Source Port Start）] フィー 送信元ポート番号の開始範囲を入力します。
ルド
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名前

説明

[送信元ポートの終了（Source Port End）] フィー
ルド

送信元ポート番号の終了範囲を入力します。

[送信先ポートの開始（Destination Port Start）]
フィールド

宛先ポート番号の開始範囲を入力します。

[送信先ポートの終了（Destination Port End）]
フィールド

宛先ポート番号の終了範囲を入力します。

[ステートフル（Stateful）] チェック ボックス

このチェック ボックスは、TCP プロトコルを選択
した場合に表示されます。チェック ボックスをオ
ンにして、ステートフル接続を有効にします。

[アクション（Action）] ドロップダウン リスト

通信に対して実行するアクションを選択します。
• 承認（Accept）
• 削除（Drop）
• 却下（Reject）

b) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 16 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 17 [ポリシー（Policy）] 画面で、次の手順を実行します。
a) [VMware システムポリシー（VMware System Policy）] ドロップダウンリストからポリシーを選択しま
す。
b) これはオプションです。[システム ポリシー（System Policy）] ドロップダウン リストに新しいポリシー
を追加するには、[+] をクリックします。
c) [システム ポリシー情報（System Policy Information）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

システム ポリシーの名前を入力します。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド システム ポリシーの説明を入力します。
[VM名のテンプレート（VM Name Template）]
フィールド

VM 名に使用するテンプレートを入力します。
（注）

名前テンプレートが指定されない場合、
ユーザが入力する名前が VM 名として
使用されます。
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名前

説明

[VM 名の一意性チェックの無効化（Disable VM
Name Uniqueness Check）] チェック ボックス

VM 名の一意性の検証をスキップするには、この
チェック ボックスをオンにします。

[VM名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

VM 名を検証するポリシーを選択します。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス（End ユーザに VM の名前またはプレフィックスの指定
User VM Name or VM Prefix）] チェックボックス を許可する場合に、このボックスをオンにしま
す。
[導入後に電源をオンにします（Power On after
deploy）] チェック ボックス

プロビジョニング後に VM の電源をオンにする場
合に、このボックスをオンにします。

[ホスト名のテンプレート（Host Name Template）] ホスト名のテンプレートを入力します。
フィールド
[ホスト名の一意性のチェックの無効化（Disable ホスト名の一意性の検証をスキップするには、こ
Host Name Uniqueness Check）] チェック ボックス のチェック ボックスをオンにします。
[ホスト名の検証ポリシー（Host Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

ホスト名を検証するポリシーを選択します。

[Linuxタイムゾーン（Linux Time Zone）] ドロップ Linux VM のタイム ゾーンを選択します。
ダウン リスト
[Linux VM最大ブート待機時間（Linux VM Max
Boot Wait Time）] ドロップダウン リスト

VM が起動中に一時停止する最大時間の値を選択
します。

[DNSドメイン（DNS Domain）] フィールド

DNS ドメインの名前を入力します。

[DNSサフィックスリスト（DNS Suffix List）]
フィールド

DNS に付加するドメイン名サフィックスのリスト
を入力します。

[DNSサーバリスト（DNS Server List）] フィール
ド

DNS サーバのリストを入力します。

[VMイメージのタイプ（VM Image Type）] ドロッ VM イメージ タイプとして次のいずれかを選択し
プダウン リスト
ます。
• Windows と Linux
• Linux のみ
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名前

説明

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

注釈は、アプリケーション/Web 階層が、APIC ネッ
トワーク ポリシーを通じて、サブネットを共有お
よびパブリックとして作成することを許可するこ
とを示します。VM アノテーションを定義する場
合に、このボックスをオンにします。

[VM の注記（VM Annotation）] フィールド

このフィールドは、[VM アノテーションの定義
（Define VM Annotation）] チェック ボックスをオ
ンにしている場合に表示されます。VM の注釈を
入力します。

[カスタム属性（Custom Attributes）] フィールド

このフィールドは、[VM アノテーションの定義
（Define VM Annotation）] チェック ボックスをオ
ンにしている場合に表示されます。カスタム属性
を展開し、[+] をクリックしてカスタム属性を追
加します。

d) [送信（Submit）] をクリックします。
e) [コスト モデル（Cost Model）] ドロップ ダウン リストで、チャージバックを計算するコスト モデルを
選択します。
f) [HyperV 展開ポリシー（HyperV Deployment Policy）] を展開し、HyperV コンテナ プロビジョニング用
の HyperV 展開ポリシーを調べます。
g) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 18 [L4-L7 サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] 画面で、[L4-L7 サービスの設定（Configure L4-L7 Service）]
チェック ボックスをオンにし、アプリケーション プロファイルにレイヤ 4 ～レイヤ 7 サービスを設定し
ます。[L4-L7 サービスの設定（Configure L4-L7 Service）] チェック ボックスがオンになっている場合に
は、次のフィールドに値を入力します。
a) [L4-L7サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] ドロップダウンリスト：リストからレイヤ 4 ～レイ
ヤ 7 サービス ポリシーを選択します。[+] をクリックして、レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーを
追加します。レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの追加, （18 ページ）を参照してください。
b) [アプリケーション L4-L7 サービス定義（Application L4-L7 Service Definition）] リスト：アプリケーショ
ン L4-L7 サービス定義を展開して、[+] をクリックします。[アプリケーション L4-L7 サービス定義へ
のエントリの追加（Add Entry to Application L4-L7 Service Definition）] 画面で、次のフィールドに値を
入力します。
名前

説明

[サービス名（Service Name）] フィールド

サービスの名前を入力します。
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名前

説明

[コンシューマ（Consumer）] ドロップダウン リス 内部階層を選択します。
ト
（注）
階層間で ASA/ASAv を展開する場合は、
レイヤ 2 ネットワークがあるテナントに
依存せずに、共有レイヤ 3 ネットワーク
がある VDC を作成できます。
[プロバイダー（Provider）] ドロップダウン リス
ト

外部階層を選択します。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

プロトコルを選択します。
（注）

[ポート（Port）] ドロップダウン リスト

選択したプロトコルのポート番号を選択します。
（注）
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名前

説明

[サービス（Services）] リスト

リストを展開して、次のボックスのいずれかをオ
ンにしてサービス タイプを選択します。
• [ファイアウォール（FIREWALL）]：コン
シューマとプロバイダー間にファイアウォー
ル サービスを提供します。
• [LB_SINGLE_ARM]：シングルアーム モード
のコンシューマとプロバイダー間にロード
バランサ サービスを設定します。シングル
アーム モードでは、1 つのインターフェイス
を通じてロード バランサがネットワークに
接続します。
（注）

シングルアーム ロード バランサ
サービスは、複数のプライベート
ネットワークが備わったテナント
でサポート対象となる唯一のサー
ビス タイプです。

• [FW_LB_ONE_ARM]：コンシューマとプロ
バイダー間にファイアウォールとシングル
アーム ロード バランサ サービスを設定しま
す。シングルアーム モードでは、1 つのイン
ターフェイスを通じてロードバランサがネッ
トワークに接続します。
• [LB_DUAL_ARM]：デュアルアーム モードの
コンシューマとプロバイダー間にロード バ
ランササービスを設定します。デュアルアー
ム モードでは、2 つの異なるインターフェイ
スを持つコンシューマとプロバイダーにロー
ド バランサが接続されます。
• FW_LB_SSL_OFFLOAD：コンシューマとプ
ロバイダーの間に、SSL オフロードのサポー
トと共に、ファイアウォールとロード バラ
ンサ サービスの両方を設定します。

c) アプリケーション プロファイルでネットワーク階層のファイアウォール セキュリティをカスタマイズ
するには、[階層のファイアウォール セキュリティをカスタマイズする（Customize Firewall Security For
Tiers）] ボックスをオンにします。

Cisco UCS Director リリース 6.5 アプリケーション コンテナ ガイド
41

Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
アプリケーション プロファイルの複製

d) [階層のファイアウォール セキュリティをカスタマイズする（Customize Firewall Security For Tiers）]
チェック ボックスがオンになっている場合に表示されるファイアウォール セキュリティ レベルを展開
します。セキュリティ レベルを変更するには、階層を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 19 [送信（Submit）] をクリックします。

アプリケーション プロファイルの複製

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [リソース グループ（Resource Groups）] を選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] ページで [アプリケーション プロファイル（Application Profile）]
をクリックします。

ステップ 3

複製するアプリケーション プロファイルを含む行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウン リストから [複製（Clone）] を選択します。

ステップ 5

[プロファイル仕様（Profile Specification）] 画面で、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

アプリケーション プロファイルの名前を入力しま
す。
名前は32文字以下の英数字で構成する必要があり、
_（アンダースコア）、-（ハイフン）、.（ピリオ
ド）、:（コロン）などの特殊文字を使用できます。
追加後は名前を変更できません。

[説明（Description）] フィールド

アプリケーション プロファイルの説明を入力しま
す。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[ネットワーク（Networks）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[サービス オファリング（Service Offering）] リスト サービス オファリングを展開して、使用するサー
ビス オファリングをオンにし、[検証（Validate）]
をクリックします。提供サービスは、このアプリ
ケーション プロファイルでコンテナを作成するテ
ナントに属している必要があります。
[追加（Add）] をクリックして、サービス オファリ
ングを追加します。『Cisco UCS Director APIC
Management Guide』を参照してください。
[ネットワーク（Networks）] リスト

ステップ 8

リストを展開し、[追加（Add）]をクリックしてネッ
トワークを設定します。ネットワークの設定方法の
詳細については、次の手順を参照してください。

[追加（Add）] をクリックしてアプリケーションの層を設定します。
[ネットワークへのエントリの追加（Add Entry to Networks）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ネットワーク（Network）] フィールド

ネットワークの名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド

ネットワークの説明を入力します。

[ネットワークタイプ（Network Type）] ドロップダ ネットワーク タイプを選択します。
ウンリスト
• [内部（Internal）]
• [外部（External）]
• [インフラストラクチャ（Infrastructure）]
• [フェールオーバー（Failover）]
（注）

テナントに複数のプライベート ネット
ワークが必要な場合は、[内部（Internal）]
ネットワーク タイプと [外部（External）]
ネットワーク タイプのみを定義する必要
があります。
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名前

説明

[関心のあるタグ値（Interested Tag Value）] リスト

関心のあるタグ値を展開し、使用するタグ値をオン
にし、[検証（Validate）] をクリックして、各階層
のタグ値を選択します。コンテナのプロビジョニン
グ時に、階層に関連付けられたタグに基づいてリ
ソースが選択されます。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [内部（Internal）] である場合にのみ表示
されます。
（注）

（注）

複数のタグ（VMware クラスタまたはデー
タストア クラスタに使用されるタグ）を
選択できます。たとえば、データストア
のタグ（ds タグ - ゴールド）と VMware
クラスタのタグ（クラスタ タグ - ESXi ク
ラスタ タグ）を選択すると、データスト
アを選択する際に、ゴールド値のタグが
付けられたデータストアが選択されます。
共有 L3Out のサポートを役立てるには、
共通のテナントの外部ネットワークと契
約にタグ付けするために使用されるタグ
値を選択します。

[APICネットワークポリシー（APIC Network Policy）] リストから APIC ネットワーク ポリシーを選択しま
ドロップダウンリスト
す。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [内部（Internal）]、[インフラストラク
チャ（Infrastructure）]、または [フェールオーバー
（Failover）] である場合にのみ表示されます。
[+] をクリックして、APIC ネットワーク ポリシー
を追加します。APIC ネットワーク ポリシーの追加,
（15 ページ）を参照してください。
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名前

説明

[L2/L3選択（L2/L3 Selection）] ドロップダウンリス デフォルトでは、[L2Out] が選択されており、ACI
ト
ファブリックが外部レイヤ 2 ネットワークと統合さ
れます。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [外部（External）] である場合にのみ表
示されます。
次のいずれかを選択できます。
• L2Out：ACI ファブリックを外部レイヤ 2 ネッ
トワークと統合します。
• L3Out：ACI ファブリックを外部レイヤ 3 ネッ
トワークと統合します。
• [SharedL3Out]：ACI ファブリックを共有の外
部レイヤ 3 ネットワークと統合します。ネッ
トワークは、テナント vPOD で事前にタグ付
けおよび更新されている必要があり、共有
L3Out の場合は、外部ネットワークに対して同
じタグが選択されている必要があります。
[テナントで使用可能な既存のL2/L3アウト設定を使 デフォルトでは、このボックスがオンになってお
用する（Use Existing L2/L3 Out config available in the り、コンテナの作成時にテナントで定義されている
tenant）] チェックボックス
L2/L3 アウト設定が使用されます。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [外部（External）] である場合にのみ表
示されます。
（注）

ステップ 9

アプリケーション プロファイルに基づい
てコンテナを作成すると、アプリケーショ
ン プロファイルでの L2/L3 の選択に応じ
て、L2 アウトまたは L3 アウトの設定を
持つテナントが表示されます。

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [アプリケーション（Application）] 画面で、VM ベースのアプリケーション コンポーネントを追加します。
a) [+] をクリックします。
b) [VM アプリケーション コンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to VM Application Components）]
画面で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィールド

VM の名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド

VM の説明を入力します。

[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リス
ト

リストからネットワークを選択します。

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

イメージ選択に関して、次のいずれかを選択しま
す。
• [すべてのイメージ(All Images)]
• [イメージ タグ ベースの選択（Image Tag based
selection）]：イメージ タグ ベースの選択を
選択すると、[タグ（Tag）] リストが表示さ
れます。[+] をクリックして、タグを追加し
ます。

[コンテンツ ライブラリ VM テンプレートを使用
した新しい VM のプロビジョニング（Provision
new VM using Content Library VM Template）]
チェック ボックス

コンテンツ ライブラリ VM テンプレートから VM
テンプレートを表示して選択するには、オンにし
ます。オフにした場合には、VM イメージ テンプ
レートから VM テンプレートを選択する必要があ
ります。

[コンテンツ ライブラリ VM テンプレート（Content このフィールドは、[コンテキスト ライブラリ VM
Library VM Template）] フィールド
テンプレートを使用した VM のプロビジョニング
（Provision VM using Content Library VM Template）]
チェック ボックスがオンの場合にのみ表示されま
す。リストを展開して、コンテンツ ライブラリか
ら VM テンプレートを選択します。
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名前

説明

[VM イメージ（VM Image）] リスト

このフィールドは、[コンテンツ ライブラリ VM
テンプレートを使用した新しい VM のプロビジョ
ニング（Provision new VM using Content Library VM
Template）] 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。VM イメージを展開
して、使用する VM イメージをオンにし、[検証
（Validate）] をクリックします。リストは、[イ
メージ選択タイプ（Image Selection Type）] ドロッ
プダウン リストで選択されたオプションによって
異なります。
（注）

（注）

クラウド タイプにかかわらず、すべて
の VM イメージが管理対象クラウドか
らリストされます。
次の基準を満たすイメージの選択肢が表
示されます。
• VMware ツールがインストールさ
れているイメージ。
• いずれのグループにも割り当てら
れていないイメージ。

[リンク済み複製の使用（Use Linked Clone）]
チェック ボックス

このチェック ボックスは、スナップショットを使
用する VM テンプレートを選択した場合のみ有効
です。高速でストレージ効率の高いプロビジョニ
ングが可能なリンク クローン機能を使用して新し
い VM を展開するには、このボックスをオンにし
ます。

[スナップショット（Snapshot）] フィールド

このフィールドは、[リンク クローンの使用（Use
Linked Clone）] 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。[選択（Select）] を
クリックして、リンク クローン機能を使用して新
しい VM をプロビジョニングするために使用する
必要があるスナップショットを選択します。

[仮想コンピューティング サービス クラス（Virtual 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
Compute Service Class）] ドロップダウン リスト
ラスを選択します。
[仮想ストレージ サービス クラス（Virtual Storage 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。

Cisco UCS Director リリース 6.5 アプリケーション コンテナ ガイド
47

Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
アプリケーション プロファイルの複製

名前

説明

[VMパスワード共有オプション（VM Password
Sharing Option）] ドロップダウン リスト

ユーザと VM のルートまたは管理者パスワードを
共有する方法を選択します。
• 共有しない
• パスワード リセット後に共有する
• テンプレート クレデンシャルを共有する
パスワード共有オプションとして [パスワード リ
セット後に共有する（Share after password reset）]
または [テンプレート クレデンシャルを共有する
（Share template credentials）] を選択したときに表
示されるテンプレートのルート ログイン ID とルー
ト パスワードを指定します。

[VM ネットワーク インターフェイス（VM Network リストを展開し、[+] をクリックして、VM ネット
Interfaces）] リスト
ワーク インターフェイスを追加します。
[最大数量（Maximum Quantity）] フィールド

階層ごとの VM インスタンスの最大数を入力しま
す。
（注）

[初期数量（Initial Quantity）] フィールド

この数により、各階層のサブネット サ
イズを決定することができます。この数
は、アプリケーション コンテナの導入
時に定義される値で上書きされます。こ
の値は、リソースの数がアプリケーショ
ン プロファイル内の最大数より少ない
場合でも受け入れられます。

アプリケーションの作成時にプロビジョニングす
る VM インスタンスの数を入力します。

c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 11 [アプリケーション（Application）] 画面で、ベア メタル アプリケーション コンポーネントを追加します。
a) [+] をクリックします。
b) [ベア メタル アプリケーション コンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to Bare Metal Application
Components）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[インスタンス名（Instance Name）] フィールド

ベア メタル インスタンスの名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド

ベア メタル インスタンスの説明を入力します。
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名前

説明

[ブート LUN サイズ（GB）（Boot Lun Size (GB)）] ブートの推奨 LUN サイズ。
フィールド
[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リス
ト

ネットワークを選択します。

[ターゲット BMA（Target BMA）] ドロップダウ
ン リスト

PXE セットアップ用のベア メタル エージェント
（BMA）を選択します。

[ベア メタル イメージ（Bare Metal Image）] ドロッ ベア メタル イメージを選択します。
プダウン リスト
[ブレードタイプ（Blade Type）] ドロップダウン
リスト

APIC コンテナのブレード タイプとして次のいず
れかを選択します。
• ハーフ幅（Half Width）
• フル幅（Full Width）

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

物理コンピューティング カテゴリのサービス ク
ラスを選択します。

[物理ストレージ サービス クラス（Physical Storage 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。

c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 12 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 13 通信プロトコルの詳細を追加するには、[契約（Contracts）] 画面で [+] をクリックします。
a) [契約へのエントリの追加（Add Entry to Contracts）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ルール名（Rule Name）] フィールド

ルールの名前を入力します。
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名前

説明

[ソース ネットワークの選択（Select Source
Network）] ドロップダウン リスト

コントラクト ルールを適用するソース ネットワー
クを選択します。
送信元ネットワークとして外部ネットワークが選
択されている場合、[ルール名（Rule Name）]
フィールド、[送信元ネットワークの選択（Select
Source Network）] ドロップダウン リスト、および
[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）] ドロップダウン リストのみを設定に使
用できます。Cisco UCS Director は、選択した外部
ネットワークで使用されているタグに基づいて、
アプリケーション プロファイルを設定する前に、
テナントの vPOD 内で、既存の契約をタグ付きお
よび更新済みとして使用します。

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

コントラクト ルールを適用する宛先ネットワーク
を選択します。

[ルール説明（Rule Description）] フィールド

ルールの説明を入力します。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

通信用のプロトコルを選択します。

[双方向を適用する（Apply Both Directions）] チェッ 送信元から宛先へのトラフィック（またはその逆
クボックス
のトラフィック）に対して同じ契約を適用する場
合には、このボックスをオンにします。
以下のフィールドは、TCP または UDP プロトコルを選択した場合にのみ表示されます。
[送信元ポートの開始（Source Port Start）] フィー 送信元ポート番号の開始範囲を入力します。
ルド
[送信元ポートの終了（Source Port End）] フィー
ルド

送信元ポート番号の終了範囲を入力します。

[送信先ポートの開始（Destination Port Start）]
フィールド

宛先ポート番号の開始範囲を入力します。

[送信先ポートの終了（Destination Port End）]
フィールド

宛先ポート番号の終了範囲を入力します。

[ステートフル（Stateful）] チェック ボックス

このチェック ボックスは、TCP プロトコルを選択
した場合に表示されます。チェック ボックスをオ
ンにして、ステートフル接続を有効にします。
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名前

説明

[アクション（Action）] ドロップダウン リスト

通信に対して実行するアクションを選択します。
• 承認（Accept）
• 削除（Drop）
• 却下（Reject）

b) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 14 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 15 [ポリシー（Policy）] 画面で、次の手順を実行します。
a) [VMware システムポリシー（VMware System Policy）] ドロップダウンリストからポリシーを選択しま
す。
b) これはオプションです。[システム ポリシー（System Policy）] ドロップダウン リストに新しいポリシー
を追加するには、[+] をクリックします。
c) [システム ポリシー情報（System Policy Information）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

システム ポリシーの名前を入力します。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド システム ポリシーの説明を入力します。
[VM名のテンプレート（VM Name Template）]
フィールド

VM 名に使用するテンプレートを入力します。

[VM 名の一意性チェックの無効化（Disable VM
Name Uniqueness Check）] チェック ボックス

VM 名の一意性の検証をスキップするには、この
チェック ボックスをオンにします。

[VM名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

VM 名を検証するポリシーを選択します。

（注）

名前テンプレートが指定されない場合、
ユーザが入力する名前が VM 名として
使用されます。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス（End ユーザに VM の名前またはプレフィックスの指定
User VM Name or VM Prefix）] チェックボックス を許可する場合に、このボックスをオンにしま
す。
[導入後に電源をオンにします（Power On after
deploy）] チェック ボックス

プロビジョニング後に VM の電源をオンにする場
合に、このボックスをオンにします。
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名前

説明

[ホスト名のテンプレート（Host Name Template）] ホスト名のテンプレートを入力します。
フィールド
[ホスト名の一意性のチェックの無効化（Disable ホスト名の一意性の検証をスキップするには、こ
Host Name Uniqueness Check）] チェック ボックス のチェック ボックスをオンにします。
[ホスト名の検証ポリシー（Host Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

ホスト名を検証するポリシーを選択します。

[Linuxタイムゾーン（Linux Time Zone）] ドロップ Linux VM のタイム ゾーンを選択します。
ダウン リスト
[Linux VM最大ブート待機時間（Linux VM Max
Boot Wait Time）] ドロップダウン リスト

VM が起動中に一時停止する最大時間の値を選択
します。

[DNSドメイン（DNS Domain）] フィールド

DNS ドメインの名前を入力します。

[DNSサフィックスリスト（DNS Suffix List）]
フィールド

DNS に付加するドメイン名サフィックスのリスト
を入力します。

[DNSサーバリスト（DNS Server List）] フィール
ド

DNS サーバのリストを入力します。

[VMイメージのタイプ（VM Image Type）] ドロッ VM イメージ タイプとして次のいずれかを選択し
プダウン リスト
ます。
• Windows と Linux
• Linux のみ
[VMアノテーションの定義（Define VM
Annotation）] チェックボックス

注釈は、アプリケーション/Web 階層が、APIC ネッ
トワーク ポリシーを通じて、サブネットを共有お
よびパブリックとして作成することを許可するこ
とを示します。VM アノテーションを定義する場
合に、このボックスをオンにします。

[VM の注記（VM Annotation）] フィールド

このフィールドは、[VM アノテーションの定義
（Define VM Annotation）] チェック ボックスをオ
ンにしている場合に表示されます。VM の注釈を
入力します。
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名前

説明

[カスタム属性（Custom Attributes）] フィールド

このフィールドは、[VM アノテーションの定義
（Define VM Annotation）] チェック ボックスをオ
ンにしている場合に表示されます。カスタム属性
を展開し、[+] をクリックしてカスタム属性を追
加します。

d) [送信（Submit）] をクリックします。
e) [コスト モデル（Cost Model）] ドロップ ダウン リストで、チャージバックを計算するコスト モデルを
選択します。
f) [HyperV 展開ポリシー（HyperV Deployment Policy）] を展開し、HyperV コンテナ プロビジョニング用
の HyperV 展開ポリシーを調べます。
g) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 16 [L4-L7 サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] 画面で、[L4-L7 サービスの設定（Configure L4-L7 Service）]
チェック ボックスをオンにし、アプリケーション プロファイルにレイヤ 4 ～レイヤ 7 サービスを設定し
ます。[L4-L7 サービスの設定（Configure L4-L7 Service）] チェック ボックスがオンになっている場合に
は、次のフィールドに値を入力します。
a) [L4-L7サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] ドロップダウンリスト：リストからレイヤ 4 ～レイ
ヤ 7 サービス ポリシーを選択します。[+] をクリックして、レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーを
追加します。レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス ポリシーの追加, （18 ページ）を参照してください。
b) [アプリケーション L4-L7 サービス定義（Application L4-L7 Service Definition）] リスト：アプリケーショ
ン L4-L7 サービス定義を展開して、[+] をクリックします。[アプリケーション L4-L7 サービス定義へ
のエントリの追加（Add Entry to Application L4-L7 Service Definition）] 画面で、次のフィールドに値を
入力します。
名前

説明

[サービス名（Service Name）] フィールド

サービスの名前を入力します。

[コンシューマ（Consumer）] ドロップダウン リス 内部階層を選択します。
ト
（注）
階層間で ASA/ASAv を展開する場合は、
レイヤ 2 ネットワークがあるテナントに
依存せずに、共有レイヤ 3 ネットワーク
がある VDC を作成できます。
[プロバイダー（Provider）] ドロップダウン リス
ト

外部階層を選択します。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

プロトコルを選択します。
（注）

このフィールドは、ロード バランサ
サービスのみに表示されます。
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名前

説明

[ポート（Port）] ドロップダウン リスト

選択したプロトコルのポート番号を選択します。
（注）

[サービス（Services）] リスト

このフィールドは、ロード バランサ
サービスのみに表示されます。

リストを展開して、次のボックスのいずれかをオ
ンにしてサービス タイプを選択します。
• [ファイアウォール（FIREWALL）]：コン
シューマとプロバイダー間にファイアウォー
ル サービスを提供します。
• [LB_SINGLE_ARM]：シングルアーム モード
のコンシューマとプロバイダー間にロード
バランサ サービスを設定します。シングル
アーム モードでは、1 つのインターフェイス
を通じてロード バランサがネットワークに
接続します。
（注）

シングルアーム ロード バランサ
サービスは、複数のプライベート
ネットワークが備わったテナント
でサポート対象となる唯一のサー
ビス タイプです。

• [FW_LB_ONE_ARM]：コンシューマとプロ
バイダー間にファイアウォールとシングル
アーム ロード バランサ サービスを設定しま
す。シングルアーム モードでは、1 つのイン
ターフェイスを通じてロードバランサがネッ
トワークに接続します。
• [LB_DUAL_ARM]：デュアルアーム モードの
コンシューマとプロバイダー間にロード バ
ランササービスを設定します。デュアルアー
ム モードでは、2 つの異なるインターフェイ
スを持つコンシューマとプロバイダーにロー
ド バランサが接続されます。
• FW_LB_SSL_OFFLOAD：コンシューマとプ
ロバイダーの間に、SSL オフロードのサポー
トと共に、ファイアウォールとロード バラ
ンサ サービスの両方を設定します。
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c) アプリケーション プロファイルでネットワーク階層のファイアウォール セキュリティをカスタマイズ
するには、[階層のファイアウォール セキュリティをカスタマイズする（Customize Firewall Security For
Tiers）] ボックスをオンにします。
d) [階層のファイアウォール セキュリティをカスタマイズする（Customize Firewall Security For Tiers）]
チェック ボックスがオンになっている場合に表示されるファイアウォール セキュリティ レベルを展開
します。セキュリティ レベルを変更するには、階層を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 17 [送信（Submit）] をクリックします。

アプリケーション プロファイルの編集

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [リソース グループ（Resource Groups）] を選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] ページで [アプリケーション プロファイル（Application Profile）]
をクリックします。

ステップ 3

編集するアプリケーション プロファイルを含む行をクリックします。

ステップ 4

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[プロファイル仕様（Profile Specification）] 画面で、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

アプリケーション プロファイルの名前を入力しま
す。
名前は32文字以下の英数字で構成する必要があり、
_（アンダースコア）、-（ハイフン）、.（ピリオ
ド）、:（コロン）などの特殊文字を使用できます。
追加後は名前を変更できません。

[説明（Description）] フィールド

アプリケーション プロファイルの説明を入力しま
す。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[ネットワーク（Networks）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[提供サービス（Service Offering）] フィールド

アプリケーション プロファイルの作成時に選択さ
れたサービス オファリングが表示されます。これ
は変更できません。

Cisco UCS Director リリース 6.5 アプリケーション コンテナ ガイド
55

Cisco Application Policy Infrastructure Controller Container の設定
アプリケーション プロファイルの編集

ステップ 8

名前

説明

[ネットワーク（Networks）] フィールド

リストを展開して、アプリケーションで必要なネッ
トワークタイプとネットワークの数を定義します。
ネットワークの設定方法の詳細については、次の手
順を参照してください。

[追加（Add）] をクリックしてアプリケーションの層を設定します。
[ネットワークへのエントリの追加（Add Entry to Networks）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ネットワーク（Network）] フィールド

ネットワークの名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド

ネットワークの説明を入力します。

[ネットワークタイプ（Network Type）] ドロップダ ネットワーク タイプを選択します。
ウンリスト
• [内部（Internal）]
• [外部（External）]
• [インフラストラクチャ（Infrastructure）]
• [フェールオーバー（Failover）]
（注）
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名前

説明

[関心のあるタグ値（Interested Tag Value）] リスト

関心のあるタグ値を展開し、使用するタグ値をオン
にし、[検証（Validate）] をクリックして、各階層
のタグ値を選択します。コンテナのプロビジョニン
グ時に、階層に関連付けられたタグに基づいてリ
ソースが選択されます。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [内部（Internal）] である場合にのみ表示
されます。
（注）

（注）

複数のタグ（VMware クラスタまたはデー
タストア クラスタに使用されるタグ）を
選択できます。たとえば、データストア
のタグ（ds タグ - ゴールド）と VMware
クラスタのタグ（クラスタ タグ - ESXi ク
ラスタ タグ）を選択すると、データスト
アを選択する際に、ゴールド値のタグが
付けられたデータストアが選択されます。
共有 L3Out のサポートを役立てるには、
共通のテナントの外部ネットワークと契
約にタグ付けするために使用されるタグ
値を選択します。

[APICネットワークポリシー（APIC Network Policy）] リストから APIC ネットワーク ポリシーを選択しま
ドロップダウンリスト
す。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [内部（Internal）]、[インフラストラク
チャ（Infrastructure）]、または [フェールオーバー
（Failover）] である場合にのみ表示されます。
[+] をクリックして、APIC ネットワーク ポリシー
を追加します。APIC ネットワーク ポリシーの追加,
（15 ページ）を参照してください。
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名前

説明

[L2/L3選択（L2/L3 Selection）] ドロップダウンリス デフォルトでは、[L2Out] が選択されており、ACI
ト
ファブリックが外部レイヤ 2 ネットワークと統合さ
れます。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [外部（External）] である場合にのみ表
示されます。
次のいずれかを選択できます。
• L2Out：ACI ファブリックを外部レイヤ 2 ネッ
トワークと統合します。
• L3Out：ACI ファブリックを外部レイヤ 3 ネッ
トワークと統合します。
• [SharedL3Out]：ACI ファブリックを共有の外
部レイヤ 3 ネットワークと統合します。ネッ
トワークは、テナント vPOD で事前にタグ付
けおよび更新されている必要があり、共有
L3Out の場合は、外部ネットワークに対して同
じタグが選択されている必要があります。
[テナントで使用可能な既存のL2/L3アウト設定を使 デフォルトでは、このボックスがオンになってお
用する（Use Existing L2/L3 Out config available in the り、コンテナの作成時にテナントで定義されている
tenant）] チェックボックス
L2/L3 アウト設定が使用されます。
このフィールドは、[ネットワーク タイプ（Network
Type）] が [外部（External）] である場合にのみ表
示されます。
（注）

ステップ 9

アプリケーション プロファイルに基づい
てコンテナを作成すると、アプリケーショ
ン プロファイルでの L2/L3 の選択に応じ
て、L2 アウトまたは L3 アウトの設定を
持つテナントが表示されます。

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [アプリケーション（Application）] 画面で、VM ベースのアプリケーション コンポーネントを追加します。
a) [+] をクリックします。
b) [VM アプリケーション コンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to VM Application Components）]
画面で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[VM 名（VM Name）] フィールド

VM の名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド

VM の説明を入力します。

[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リス
ト

リストからネットワークを選択します。

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

イメージ選択に関して、次のいずれかを選択しま
す。
• [すべてのイメージ(All Images)]
• [イメージ タグ ベースの選択（Image Tag based
selection）]：イメージ タグ ベースの選択を
選択すると、[タグ（Tag）] リストが表示さ
れます。[+] をクリックして、タグを追加し
ます。

[コンテンツ ライブラリ VM テンプレートを使用
した新しい VM のプロビジョニング（Provision
new VM using Content Library VM Template）]
チェック ボックス

コンテンツ ライブラリ VM テンプレートから VM
テンプレートを表示して選択するには、オンにし
ます。オフにした場合には、VM イメージ テンプ
レートから VM テンプレートを選択する必要があ
ります。

[コンテンツ ライブラリ VM テンプレート（Content このフィールドは、[コンテキスト ライブラリ VM
Library VM Template）] フィールド
テンプレートを使用した VM のプロビジョニング
（Provision VM using Content Library VM Template）]
チェック ボックスがオンの場合にのみ表示されま
す。リストを展開して、コンテンツ ライブラリか
ら VM テンプレートを選択します。
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名前

説明

[VM イメージ（VM Image）] リスト

このフィールドは、[コンテンツ ライブラリ VM
テンプレートを使用した新しい VM のプロビジョ
ニング（Provision new VM using Content Library VM
Template）] 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。VM イメージを展開
して、使用する VM イメージをオンにし、[検証
（Validate）] をクリックします。リストは、[イ
メージ選択タイプ（Image Selection Type）] ドロッ
プダウン リストで選択されたオプションによって
異なります。
（注）

（注）

クラウド タイプにかかわらず、すべて
の VM イメージが管理対象クラウドか
らリストされます。
次の基準を満たすイメージの選択肢が表
示されます。
• VMware ツールがインストールさ
れているイメージ。
• いずれのグループにも割り当てら
れていないイメージ。

[リンク済み複製の使用（Use Linked Clone）]
チェック ボックス

このチェック ボックスは、スナップショットを使
用する VM テンプレートを選択した場合のみ有効
です。高速でストレージ効率の高いプロビジョニ
ングが可能なリンク クローン機能を使用して新し
い VM を展開するには、このボックスをオンにし
ます。

[スナップショット（Snapshot）] フィールド

このフィールドは、[リンク クローンの使用（Use
Linked Clone）] 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。[選択（Select）] を
クリックして、リンク クローン機能を使用して新
しい VM をプロビジョニングするために使用する
必要があるスナップショットを選択します。

[仮想コンピューティング サービス クラス（Virtual 仮想コンピューティング カテゴリのサービス ク
Compute Service Class）] ドロップダウン リスト
ラスを選択します。
[仮想ストレージ サービス クラス（Virtual Storage 仮想ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。
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名前

説明

[VMパスワード共有オプション（VM Password
Sharing Option）] ドロップダウン リスト

ユーザと VM のルートまたは管理者パスワードを
共有する方法を選択します。
• 共有しない
• パスワード リセット後に共有する
• テンプレート クレデンシャルを共有する
パスワード共有オプションとして [パスワード リ
セット後に共有する（Share after password reset）]
または [テンプレート クレデンシャルを共有する
（Share template credentials）] を選択したときに表
示されるテンプレートのルート ログイン ID とルー
ト パスワードを指定します。

[VM ネットワーク インターフェイス（VM Network リストを展開し、[+] をクリックして、VM ネット
Interfaces）] リスト
ワーク インターフェイスを追加します。
[最大数量（Maximum Quantity）] フィールド

階層ごとの VM インスタンスの最大数を入力しま
す。
（注）

[初期数量（Initial Quantity）] フィールド

この数により、各階層のサブネット サ
イズを決定することができます。この数
は、アプリケーション コンテナの導入
時に定義される値で上書きされます。こ
の値は、リソースの数がアプリケーショ
ン プロファイル内の最大数より少ない
場合でも受け入れられます。

アプリケーションの作成時にプロビジョニングす
る VM インスタンスの数を入力します。

c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 11 [アプリケーション（Application）] 画面で、ベア メタル ベースのアプリケーション コンポーネントを追
加します。
a) [+] をクリックします。
b) [ベア メタル アプリケーション コンポーネントへのエントリの追加（Add Entry to Bare Metal Application
Components）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[インスタンス名（Instance Name）] フィールド

ベア メタル インスタンスの名前を入力します。
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名前

説明

[説明（Description）] フィールド

ベア メタル インスタンスの説明を入力します。

[ブート LUN サイズ（GB）（Boot Lun Size (GB)）] ブートの推奨 LUN サイズ。
フィールド
[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リス
ト

ネットワークを選択します。

[ターゲット BMA（Target BMA）] ドロップダウ
ン リスト

PXE セットアップ用のベア メタル エージェント
（BMA）を選択します。

[ベア メタル イメージ（Bare Metal Image）] ドロッ ベア メタル イメージを選択します。
プダウン リスト
[ブレードタイプ（Blade Type）] ドロップダウン
リスト

APIC コンテナのブレード タイプとして次のいず
れかを選択します。
• ハーフ幅（Half Width）
• フル幅（Full Width）

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

物理コンピューティング カテゴリのサービス ク
ラスを選択します。

[物理ストレージ サービス クラス（Physical Storage 物理ストレージ カテゴリのサービス クラスを選
Service Class）] ドロップダウン リスト
択します。

c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 12 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 13 通信プロトコルの詳細を追加するには、[+] をクリックします。
a) [契約へのエントリの追加（Add Entry to Contracts）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ルール名（Rule Name）] フィールド

ルールの名前を入力します。
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名前

説明

[ソース ネットワークの選択（Select Source
Network）] ドロップダウン リスト

コントラクト ルールを適用するソース ネットワー
クを選択します。
送信元ネットワークとして外部ネットワークが選
択されている場合、[ルール名（Rule Name）]
フィールド、[送信元ネットワークの選択（Select
Source Network）] ドロップダウン リスト、および
[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）] ドロップダウン リストのみを設定に使
用できます。Cisco UCS Director は、選択した外部
ネットワークで使用されているタグに基づいて、
アプリケーション プロファイルを設定する前に、
テナントの vPOD 内で、既存の契約をタグ付きお
よび更新済みとして使用します。

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

コントラクト ルールを適用する宛先ネットワーク
を選択します。

[ルール説明（Rule Description）] フィールド

ルールの説明を入力します。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

通信用のプロトコルを選択します。

[双方向を適用する（Apply Both Directions）] チェッ 送信元から宛先へのトラフィック（またはその逆
クボックス
のトラフィック）に対して同じ契約を適用する場
合には、このボックスをオンにします。
以下のフィールドは、TCP または UDP プロトコルを選択した場合にのみ表示されます。
[送信元ポートの開始（Source Port Start）] フィー 送信元ポート番号の開始範囲を入力します。
ルド
[送信元ポートの終了（Source Port End）] フィー
ルド

送信元ポート番号の終了範囲を入力します。

[送信先ポートの開始（Destination Port Start）]
フィールド

宛先ポート番号の開始範囲を入力します。

[送信先ポートの終了（Destination Port End）]
フィールド

宛先ポート番号の終了範囲を入力します。

[ステートフル（Stateful）] チェック ボックス

このチェック ボックスは、TCP プロトコルを選択
した場合に表示されます。チェック ボックスをオ
ンにして、ステートフル接続を有効にします。
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名前

説明

[アクション（Action）] ドロップダウン リスト

通信に対して実行するアクションを選択します。
• 承認（Accept）
• 削除（Drop）
• 却下（Reject）

b) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 14 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 15 [ポリシー（Policy）] 画面で、次の手順を実行します。
a) [VMware システムポリシー（VMware System Policy）] ドロップダウンリストからポリシーを選択しま
す。
b) これはオプションです。[システム ポリシー（System Policy）] ドロップダウン リストに新しいポリシー
を追加するには、[+] をクリックします。
c) [システム ポリシー情報（System Policy Information）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

システム ポリシーの名前を入力します。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド システム ポリシーの説明を入力します。
[VM名のテンプレート（VM Name Template）]
フィールド

VM 名に使用するテンプレートを入力します。

[VM 名の一意性チェックの無効化（Disable VM
Name Uniqueness Check）] チェック ボックス

VM 名の一意性の検証をスキップするには、この
チェック ボックスをオンにします。

[VM名の検証ポリシー（VM Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

VM 名を検証するポリシーを選択します。

（注）

名前テンプレートが指定されない場合、
ユーザが入力する名前が VM 名として
使用されます。

[エンドユーザVM名またはVMプレフィクス（End ユーザに VM の名前またはプレフィックスの指定
User VM Name or VM Prefix）] チェックボックス を許可する場合に、このボックスをオンにしま
す。
[導入後に電源をオンにします（Power On after
deploy）] チェック ボックス
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名前

説明

[ホスト名のテンプレート（Host Name Template）] ホスト名のテンプレートを入力します。
フィールド
[ホスト名の一意性のチェックの無効化（Disable ホスト名の一意性の検証をスキップするには、こ
Host Name Uniqueness Check）] チェック ボックス のチェック ボックスをオンにします。
[ホスト名の検証ポリシー（Host Name Validation
Policy）] ドロップダウンリスト

ホスト名を検証するポリシーを選択します。

[Linuxタイムゾーン（Linux Time Zone）] ドロップ Linux VM のタイム ゾーンを選択します。
ダウン リスト
[Linux VM最大ブート待機時間（Linux VM Max
Boot Wait Time）] ドロップダウン リスト

VM が起動中に一時停止する最大時間の値を選択
します。

[DNSドメイン（DNS Domain）] フィールド

DNS ドメインの名前を入力します。

[DNSサフィックスリスト（DNS Suffix List）]
フィールド

DNS に付加するドメイン名サフィックスのリスト
を入力します。

[DNSサーバリスト（DNS Server List）] フィール
ド

DNS サーバのリストを入力します。

[VMイメージのタイプ（VM Image Type）] ドロッ VM イメージ タイプとして次のいずれかを選択し
プダウン リスト
ます。
• Windows と Linux
• Linux のみ
[VMアノテーションの定義（Define VM
Annotation）] チェックボックス

注釈は、アプリケーション/Web 階層が、APIC ネッ
トワーク ポリシーを通じて、サブネットを共有お
よびパブリックとして作成することを許可するこ
とを示します。VM アノテーションを定義する場
合に、このボックスをオンにします。

[VM の注記（VM Annotation）] フィールド

このフィールドは、[VM アノテーションの定義
（Define VM Annotation）] チェック ボックスをオ
ンにしている場合に表示されます。VM の注釈を
入力します。
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名前

説明

[カスタム属性（Custom Attributes）] フィールド

このフィールドは、[VM アノテーションの定義
（Define VM Annotation）] チェック ボックスをオ
ンにしている場合に表示されます。カスタム属性
を展開し、[+] をクリックしてカスタム属性を追
加します。

d) [送信（Submit）] をクリックします。
e) [コスト モデル（Cost Model）] ドロップ ダウン リストで、チャージバックを計算するコスト モデルを
選択します。
f) [HyperV 展開ポリシー（HyperV Deployment Policy）] を展開し、HyperV コンテナ プロビジョニング用
の HyperV 展開ポリシーを調べます。
g) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 16 [L4-L7サービスポリシー（L4-L7 Service Policy）] 画面で、レイヤ 4 ～レイヤ 7 サービス設定を編集しま
す。
ステップ 17 [送信（Submit）] をクリックします。

アプリケーション プロファイルの削除
（注）

使用中のアプリケーション プロファイルは削除できません。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [リソース グループ（Resource Groups）] を選択します。

ステップ 2

[リソース グループ（Resource Groups）] ページで [アプリケーション プロファイル（Application Profile）]
をクリックします。

ステップ 3

削除するアプリケーション プロファイルを含む行をクリックします。

ステップ 4

[削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 5

[アプリケーション プロファイル（Application Profile）] 確認画面で、[削除（Delete）] をクリックします。
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仮想インフラストラクチャ ポリシーの作成
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [仮想インフラストラクチャ ポリシー
（Virtual Infrastructure Policies）] をクリックします。

ステップ 3

[ポリシーを追加（Add Policy）] をクリックします。

ステップ 4

[仮想インフラストラクチャ ポリシー仕様（Virtual Infrastructure Policy Specification）] 画面で、次のフィー
ルドに入力します。
名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前を入力します。

[ポリシーの説明（Policy Description）] フィールド

仮想インフラストラクチャ ポリシーの説明を入力
します。

[コンテナ タイプ（Container Type）] ドロップダウ
ン リスト

コンテナ タイプを選択します。[APIC] を選択して
APIC コンテナの仮想インフラストラクチャ ポリ
シーを作成します。
（注）

[ゲートウェイなし（No Gateway）] オプ
ションを使用してアプリケーション コン
テナ ポリシーを作成した場合は、（コン
テナ タイプに関係なく）ゲートウェイ
VM はプロビジョニングされません。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[仮想インフラストラクチャ ポリシー：APIC 情報（Virtual Infrastructure Policy - APIC Information）] 画面
で、次のフィールドに入力します。
（注）
[ゲートウェイなし（No Gateway）] オプションを使用してアプリケーション コンテナ ポリシー
を作成した場合は、ゲートウェイ VM はプロビジョニングされません。
名前
説明
[アプリケーション プロファイル（Application
Profile）] ドロップダウン リスト

アプリケーション プロファイルを選択します。

+

クリックして、新しいアプリケーション プロファ
イルを作成します。『Cisco UCS Director APIC
Management Guide』の説明に従って、新しいアプリ
ケーション プロファイルを作成するように求めら
れます。
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ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[仮想インフラストラクチャ ポリシー：概要（Virtual Infrastructure Policy - Summary）] 画面に現在の設定が
表示されます。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

アプリケーション コンテナ テンプレートの作成
APIC アプリケーション コンテナを作成する前に、テンプレートを作成する必要があります。

はじめる前に
仮想インフラストラクチャ ポリシーを作成します。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナのテンプレー
ト（Application Container Templates）] をクリックします。

ステップ 3

[テンプレートの追加（Add Template）] をクリックします。

ステップ 4

[アプリケーション コンテナ テンプレートの追加（Add Application Container Template）] 画面で、次の
フィールドに入力します。
名前

説明

[テンプレート名（Template
Name）] フィールド

新しいテンプレートの名前を入力します。

[テンプレートの説明（Template テンプレートの説明を入力します。
Description）] フィールド

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[アプリケーション コンテナ テンプレート：仮想インフラストラクチャ ポリシーの選択（Application
Container Template - Select a Virtual infrastructure policy）] 画面で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[仮想インフラストラクチャ ポリ APIC ポリシーを選択します。
シーの選択（Select Virtual
Infrastructure Policy）] ドロップ
ダウン リスト
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名前

説明

+

クリックして、新しいインフラストラクチャ ポリシーを作成します。
仮想インフラストラクチャ ポリシーの作成, （67 ページ）を参照して
ください。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[アプリケーション コンテナ テンプレート：オプション（Application Container Template - Options）] 画面
で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[エンド ユーザ セルフサービス ポリシー
エンドユーザ ポリシーを選択します。参照先 エンド ユー
（End User Self-Service Policy）] ドロップダ ザ ポータルでのオプションの設定
ウン リスト
[コンテナのセルフサービス削除の有効化 ユーザがアプリケーション コンテナを削除できるようにす
（Enable Self-Service Deletion of Containers）] るには、このボックスをオンにします。
チェックボックス
[VNC ベースのコンソール アクセスの有効 このボックスをオンにすると、ユーザはブラウザで VM に
化（Enable VNC Based Console Access）]
対して VNC コンソールを開くことができます。
チェックボックス
[テクニカル サポート用の電子メール
テクニカル サポート担当者の電子メール アドレスのカンマ
（Technical Support Email Addresses）] フィー 区切りのリストを入力します。
ルド

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [アプリケーション コンテナ テンプレート：設定ワークフロー（Application Container Template - Setup
Workflows）] 画面で、コンテナ設定ワークフロー リストからワークフローを選択します。
ステップ 11 [次へ（Next）] をクリックし、[概要（Summary）] 画面を表示します。
ステップ 12 [送信（Submit）] をクリックし、アプリケーション コンテナ テンプレートの作成を実行します。
（注）
アプリケーション コンテナ テンプレートのワークフロー作成は、定義されていない場合でも
VMware ベースのコンテナに対して自動的にフェッチされます。HyperV ベース コンテナの特定
のワークフローを設計および選択する必要があります。
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APIC アプリケーション コンテナの作成
アプリケーションコンテナテンプレートを作成した後は、テンプレート管理機能を使用してアプ
リケーション コンテナを作成するサービス リクエストを開始できます。

はじめる前に
アプリケーション コンテナ テンプレートを作成します。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナのテンプレー
ト（Application Container Templates）] をクリックします。

ステップ 3

APIC テンプレートを選択します。

ステップ 4

[コンテナの作成（Create Container）] をクリックします。

ステップ 5

[テンプレートからのコンテナの作成（Create Container from Template）] 画面で、次のフィールドに入力し
ます。
名前

説明

[コンテナ名（Container Name）] コンテナの名前を入力します。この名前は一意である必要があります。
フィールド
[コンテナ ラベル（Container
Label）] フィールド

コンテナのラベルを入力します。

[テナント（Tenant）] リスト

[テナント（Tenant）] を展開し、使用するテナントを選択して [検証
（Validate）] をクリックします。
（注）

アプリケーション テンプレートにレイヤ 2 またはレイヤ 3
の階層要件がある場合は、レイヤ 2 またはレイヤ 3 が設定さ
れているテナントのみがリストに表示されます。

[顧客組織（Customer
（任意）。テナント内の組織を選択します。
Organizations）] ドロップダウン
リスト
[リソースの制限の有効化
（Enable Resource Limits）]
チェック ボックス

リソース制限を有効にするには、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、コンテナの vCPU の数、
メモリ、最大ストレージ サイズ、ハーフ幅物理サーバの最大数、およ
びフル幅物理サーバの最大数を指定するための追加のフィールドが表
示されます。
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名前

説明

[ネットワーク管理の有効化
コンテナを APIC 管理下に置くには、このチェックボックスをオンに
（Enable Network Management）] します。
チェックボックス
[ネットワーク スループット
ドロップダウン リストからネットワーク スループットを選択します。
（Network Throughput）] ドロッ
プダウン リスト
[階層ラベルのカスタマイズ
（Tier Label Customization）] 領
域

階層ラベルのカスタマイズされた名前。この領域は、複数のプライベー
ト ネットワークを備えたテナントには表示されません。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
（注）
[送信結果（Submit Result）] プロンプトに表示されたサービス リクエストを書き留めます。サー
ビス リクエストの詳細情報を表示することで、作成されたコンテナの経過を表示できます。

ステップ 7

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] をクリックします。
[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ペインに新しいコンテナが表示されます。
（注）
サービス リクエストは実行に時間がかかることがあります。コンテナを使用する前に、サービ
ス リクエストの進捗を確認してワークフロー全体が正常に実行されたかを判断します。

サポートされているレイヤ 4 からレイヤ 7 のデバイス
APIC アプリケーション コンテナは、次のレイヤ 4 からレイヤ 7 のデバイスをサポートします。
• ファイアウォール：物理的な ASA と Cisco ASAv。
• ロード バランサ：VPX または SDX ロード バランサ。
サポートされているファイアウォールおよびロード バランサの詳細については、『 Cisco UCS
Director Compatibility Matrix』を参照してください。

L4-L7 サービスの設定
APIC アプリケーション コンテナは L4-L7 サービスをサポートします。この手順では、L4-L7 サー
ビスを既存のコンテナに設定する方法を説明します。userAPIAddLBService API を使用してロード
バランサ サービスを追加できます。
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はじめる前に
APIC アプリケーション コンテナを作成します。

（注）

ここでは、L4-L7 サービスを既存のアプリケーション コンテナに追加する方法を説明します。
また、APIC アプリケーション プロファイルに L4-L7 サービスを設定できます。その場合は、
そのプロファイルを使用してすべてのアプリケーション コンテナに L4-L7 サービスが展開さ
れます。アプリケーション プロファイルでの L4-L7 サービスの設定の詳細については、レイ
ヤ 4 ～ レイヤ 7 サービス ポリシー, （18 ページ）を参照してください。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

L4-L7 サービスを設定するアプリケーション コンテナを選択します。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウン リストから、[L4-L7 サービスの設定（Configure
L4-L7 Service）] を選択します。

ステップ 5

[L4-L7 設定（L4-L7 Configuration）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[サービス タイプ（Service
Type）] ドロップダウン リスト
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名前

説明
アプリケーション コンテナの設定に基づいて表示される、次のいずれ
かのサービス タイプを選択します。
• [ファイアウォール（Firewall）]
• [ロード バランサ（ワン アーム）（Load Balancer (One Arm)）]
• [ロード バランサ（ワン アーム、SSL オフロード）（Load Balancer
(One Arm, SSL Offload)）]
（注）

このサービス タイプは、コンテナが [ファイアウォール
およびロード バランサ（ワン アーム、SSL オフロード
使用）（Firewall and Load Balancer (One Arm, with SSL
Offload)）] チェーンを使用してすでに設定されている
場合のみ表示されます。

• [ロード バランサ（ツー アーム）（Load Balancer (Two Arm)）
• [ファイアウォールおよびシングル アームのロード バランサ
（Firewall and Single Arm Load Balancer）]
• [ファイアウォールおよびロード バランサ（ワン アーム、SSL オ
フロード使用）（Firewall and Load Balancer (One Arm, with SSL
Offload)）]
（注）

アプリケーション プロファイルで [L4-L7 サービスの設定
（Configure L4-L7 Service）] チェック ボックスがオンになっ
ている場合、次の条件下で対応するサービス タイプがリスト
されます。
• [L4-L7 サービス ポリシーの追加（Add L4-L7 Service
Policy）] ダイアログ ボックスで [ファイアウォールを許
可（Allow Firewall）] チェック ボックスがオンになって
いる場合、ファイアウォール サービス タイプのみがリ
ストされます。
• [L4-L7 サービス ポリシーの追加（Add L4-L7 Service
Policy）] ダイアログ ボックスで [ロード バランサを許
可（Allow Load Balancer）] チェック ボックスがオンに
なっている場合、ロード バランサ サービス タイプのみ
がリストされます。
• [L4-L7 サービス ポリシーの追加（Add L4-L7 Service
Policy）] ダイアログ ボックスで [ファイアウォールの許
可（Allow Firewall）] および [ロード バランサの許可
（Allow Load Balancer）] チェック ボックスがオンになっ
ている場合、ファイアウォールとロードバランサのサー
ビス タイプがリストされます。
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名前

説明
（注）

[サービス名（Service Name）]
フィールド

選択されたコンテナが L4-L7 サービスをサポートしていない
場合、サービス タイプは [サービスタイプ（Service Type）]
ドロップダウン リストに表示されません。

サービスの一意の名前を入力します。

[コンシューマ（Consumer）] ド サービス コンシューマとしてネットワーク（階層）を選択します。
ロップダウン リスト
[プロバイダー（Provider）] ド
ロップダウン リスト

サービス プロバイダーとしてネットワーク（階層）を選択します。

ロード バランサ サービス タイプを [サービス タイプ（Service Type）] ドロップダウン リストから選択
した場合は、次のフィールドが表示されます。
[LB サーバ（LB Servers）]

LB サーバを展開し、ロード バランシングする必要があるサーバを選
択します。
このフィールドは、複数のプライベート ネットワークを備えたテナン
ト用のコンテナが選択された場合には表示されません。ロード バラン
サ サーバそれぞれの IP アドレスをカンマで区切って入力します。

[プロトコル（Protocol）] ドロッ プロトコルを選択します。
プダウン リスト
[ポート] フィールド

このフィールドは、複数のプライベート ネットワークを備えたテナン
ト用のコンテナが選択された場合には表示されません。選択したプロ
トコルのポート番号。

次のフィールドは、[サービスタイプ（Service Type）] ドロップダウン リストから [ロード バランサ（ワ
ン アーム、SSL オフロード）（Load Balancer (One Arm, SSL Offload)）] が選択された場合にのみ表示さ
れます。
[SSL ポート（SSL Port）] フィー SSL が有効な vServer のポート番号。
ルド
[証明書（Certificate）] フィール 有効な SSL 証明書。
ド
[キー（Key）] フィールド

SSL 証明書の一意のキー。

以下のフィールドは、複数のプライベート ネットワークを備えたテナント用のコンテナが選択された場
合にのみ表示されます。
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名前

説明

[フロント エンド ポート（Front
End Port）]

フロント エンド ポート番号。

[バック エンド ポート（Back End バック エンド ポート番号。
Port）]

ステップ 6

[cookie 名（CookieName）]

cookie の名前を入力します。

[LB 方式（LB Method）]

ロード バランサの方式を選択します。

[永続化タイプ
（PersistenceType）]

永続化のタイプを選択します。

[送信（Submit）] をクリックします。

ファイアウォール ルールの追加
はじめる前に
Cisco UCS Director では、管理者またはエンドユーザが L4-L7 サービスを備えた APIC アプリケー
ション コンテナを作成できます。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

既存のアプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

ファイアウォール サービス タイプの L4-L7 サービスを選択します。
[ファイアウォール ルール（Firewall Rules）] 画面が表示されます。

ステップ 5

新規出力エントリを追加するには、[ルールの追加（+）（Add Rule (+)）] をクリックします。

ステップ 6

[ファイアウォール ルールの追加（Add Firewall Rule）] 画面で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[インターフェイス名（Interface Name）] ドロップダ インターフェイスの名前を選択します。
ウンリスト
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名前

説明

[ACL の方向（ACL Direction）] ドロップダウン リ [着信（Inbound）] または [発信（Outbound）] を ACL
スト
の方向として選択します。
[ACE 名（ACE Name）] フィールド

ファイアウォール ルールを定義する ACE 名を入力
します。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

通信用のプロトコルを選択します。

[送信元ポートの範囲（Source Port Range）] フィー このフィールドは、TCP または UDP プロトコルを
ルド
選択した場合にのみ表示されます。送信元ポートの
範囲を入力します。
[送信先ポートの範囲（Destination Port Range）]
フィールド

このフィールドは、TCP または UDP プロトコルを
選択した場合にのみ表示されます。送信先ポートの
範囲を入力します。

[すべての送信元（Source Any）] チェックボックス すべての送信元ホストまたはネットワークを許可す
るには、このチェックボックスをオンにします。
[ソースアドレス（Source Address）] フィールド

このフィールドは、[すべての送信元（Source Any）]
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。送信元アドレスとしてシングル ホス
トまたはそれらの範囲を指定するための IP アドレ
ス、IP アドレス範囲、またはサブネット マスク付
き IP アドレス。

[すべての送信先（Destination Any）] チェックボッ 宛先アドレスで ACE エントリ ステートメントを適
クス
用するには、このチェックボックスをオンにしま
す。
[接続先アドレス（Destination Address）] フィールド このフィールドは、[すべての送信先（Destination
Any）] 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。接続先アドレスとしてシング
ル ホストまたはそれらの範囲を指定するための IP
アドレス、IP アドレス範囲、またはサブネット マ
スク付き IP アドレス。
[アクション（Action）] ドロップダウン リスト

[許可（Permit）] または [拒否（Deny）] を ACE エ
ントリのアクションとして選択します。

[順序] フィールド

拒否ステートメントまたは許可ステートメントを実
行する必要がある順序。
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ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ファイアウォール ルールを変更するには、ファイアウォール ルールを選択して [ルールの変更
（Modify Rule）] クリックします。ファイアウォール ルールを削除するには、ファイアウォール
ルールを選択して [ルールの削除（Delete Rule）] クリックします。

ロード バランサ サービスへの実サーバの追加
はじめる前に
Cisco UCS Director では、管理者またはエンドユーザが L4-L7 サービスを備えた APIC アプリケー
ション コンテナを作成できます。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

既存のアプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

ロード バランサ サービス タイプの L4-L7 サービスを選択します。
[LB サーバ（LB Servers）] 画面が表示されます。

ステップ 5

[サーバの追加（Add Servers）] をクリックします。

ステップ 6

[サーバの追加（Add Servers）] 画面で、[VM（VMs）] を展開して、使用する VM をオンにします。

ステップ 7

[ポート（Port）] フィールドにポート番号を入力します。
選択した VM がこのポート番号で設定されます。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

ロード バランサ サーバを削除するには、[サーバの削除（Remove Servers）] をクリックします。
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L4-L7 サービスの削除
はじめる前に
既存のアプリケーション コンテナを 1 つ以上の L4-L7 サービスを使用して作成し、展開します。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

[L4-L7 サービス（L4 L7 Services）] をクリックします。

ステップ 5

L4-L7 サービスのリストから、削除するサービスをクリックします。

ステップ 6

[削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログで、[削除（Delete）] をクリックします。

契約の追加
Cisco UCS Director で各アプリケーション コンテナ用に作成された契約またはセキュリティ ルー
ルを表示できます。セキュリティ ルールは、そのテナント内の同じコンテナまたは異なるコンテ
ナの階層の間に追加できます。

はじめる前に
APIC アプリケーション コンテナを作成します。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

既存のアプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

[コントラクト（Contracts）] をクリックします。

ステップ 5

[契約の追加（+）（Add Contract (+)）] をクリックし、新しい契約を追加します。

ステップ 6

[契約へのエントリの追加（Add Entry to Contracts）] 画面で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[ソース ネットワークの選択（Select Source
Network）] フィールド

[ソース ネットワークの選択（Select Source
Network）] を展開し、契約を適用するソース/宛先
コンテナのソース ネットワークをオンにし、[検証
（Validate）] をクリックします。

[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）] フィールド

[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）] を展開して、契約を適用するソース/宛
先コンテナ内の宛先ネットワークを選択し、[検証
（Validate）] をクリックします。

（注）

契約が同じコンテナの階層の間にある場合は、同じコンテナに属する階層を選択できますが、
そうでない場合は、異なるコンテナから階層を選択できます。

[ルールの作成（Create Rulet）] チェックボックス

ルールを作成する場合に、このチェックボックスを
オンにします。
チェックボックスをオンにすると、契約とフィルタ
ルールが作成されます。
チェックボックスがオフの場合は、空の契約のみが
作成されます。

以下のフィールドは、[ルールの作成（Create Rule）] チェックボックスをオンにした場合に表示されま
す。
[ルール名（Rule Name）] フィールド

ルールの名前。

[ルール説明（Rule Description）] フィールド

ルールの説明。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

通信用のプロトコルを選択します。

[双方向を適用する（Apply Both Directions）] チェッ 送信元ら宛先へのトラフィックと、宛先から送信元
クボックス
へのトラフィックに対して、同じ契約を適用する場
合に、このチェックボックスをオンにします。
以下のフィールドは、TCP または UDP プロトコルを選択した場合にのみ表示されます。
[送信元ポートの開始（Source Port Start）] フィール 送信元ポート番号の開始範囲を入力します。
ド
[送信元ポートの終了（Source Port End）] フィール 送信元ポート番号の終了範囲を入力します。
ド
[送信先ポートの開始（Destination Port Start）] フィー 宛先ポート番号の開始範囲を入力します。
ルド
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名前

説明

[送信先ポートの終了（Destination Port End）] フィー 宛先ポート番号の終了範囲を入力します。
ルド
[アクション（Action）] ドロップダウン リスト

通信に対して実行するアクションを選択します。
• 承認（Accept）
• 削除（Drop）
• 却下（Reject）

[ステートフル（Stateful）] チェック ボックス

ステップ 7

このチェック ボックスは、TCP プロトコルを選択
した場合に表示されます。チェック ボックスをオ
ンにして、ステートフル接続を有効にします。

[送信（Submit）] をクリックします。
各契約をドリル ダウンし、以下のレポートを表示することができます。
• セキュリティ ルール：異なるコンテナの階層間のすべてのルールを一覧表示します。
• 契約の詳細：その契約の契約名、対象、フィルタ、ルールが表示されます。
（注）

契約の最後のルールを削除すると、各契約が削除されま
す。

セキュリティ ルールの追加
Cisco UCS Director で各アプリケーション コンテナ用に作成されたすべてのセキュリティ ルール
を表示するには、各契約をドリル ダウンする必要があります。
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はじめる前に
Cisco UCS Director では、管理者およびエンド ユーザが APIC アプリケーション コンテナを作成
し、各アプリケーション コンテナ用に作成したセキュリティ ルールを追加できます。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

[コントラクト（Contracts）] をクリックします。

ステップ 5

セキュリティ ルールを追加する契約が含まれている行をクリックして、[詳細の表示（View Details）] を
クリックします。

ステップ 6

[セキュリティ ルール（Security Rules）] をクリックします。

ステップ 7

[追加（Add）] をクリックしてセキュリティ ルールを追加します。

ステップ 8

[契約の追加（Add Contract）] 画面で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[ソース ネットワークの選択（Select Source
Network）] フィールド

契約のソース ネットワークを表示します。

[宛先ネットワークの選択（Select Destination
Network）] フィールド

契約の宛先ネットワークが表示されます。

[ルール名（Rule Name）] フィールド

ルールの名前。

[ルール説明（Rule Description）] フィールド

ルールの説明。

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト

通信用のプロトコルを選択します。

[双方向を適用する（Apply Both Directions）] チェッ 送信元から宛先へのトラフィック（およびその逆の
クボックス
トラフィック）に対して同じ契約を適用する場合
に、このチェック ボックスをオンにします。
以下のフィールドは、TCP または UDP プロトコルを選択した場合にのみ表示されます。
[送信元ポートの開始（Source Port Start）] フィール 送信元ポート番号の開始範囲を入力します。
ド
[送信元ポートの終了（Source Port End）] フィール 送信元ポート番号の終了範囲を入力します。
ド
[送信先ポートの開始（Destination Port Start）] フィー 宛先ポート番号の開始範囲を入力します。
ルド
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名前

説明

[送信先ポートの終了（Destination Port End）] フィー 宛先ポート番号の終了範囲を入力します。
ルド
[アクション（Action）] ドロップダウン リスト

通信に対して実行するアクションを選択します。
• 承認（Accept）
• 削除（Drop）
• 却下（Reject）

[ステートフル（Stateful）] チェックボックス

ステップ 9

このチェック ボックスは、TCP プロトコルを選択
した場合に表示されます。チェック ボックスをオ
ンにして、ステートフル接続を有効にします。

[送信（Submit）] をクリックします。
セキュリティ ルールがアプリケーション コンテナ用に作成されます。

セキュリティ ルールの削除
Cisco UCS Director で各アプリケーション コンテナ用に作成されたすべてのセキュリティ ルール
を表示するには、各契約をドリル ダウンする必要があります。セキュリティ ルールの追加, （81
ページ）を参照してください。

はじめる前に
APIC アプリケーション コンテナを作成します。

ステップ 1

削除する既存のセキュリティ ルールを選択します。

ステップ 2

選択したセキュリティ ルールを削除するには、[削除（Delete）] をクリックします。
確認用のダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[削除（Delete）] をクリックします。
セキュリティ ルールが削除されます。
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サービス チェーニング
APIC コンテナでは、2 つのネットワーク間にファイアウォールとロード バランサの両方を連続し
て作成できます。このプロセスは L4-L7 サービス チェーニングまたは単にサービス チェーニン
グと呼ばれ、その結果の一連のファイアウォールとロード バランサはサービス チェーンと呼ば
れます。
APIC コンテナでサービス チェーンを作成する方法は 2 つあります。
• 既存のコンテナでサービス チェーンを作成します。L4-L7 サービスの設定, （71 ページ）を
参照してください。
• ファイアウォールとロード バランサの両方をコンテナのアプリケーション プロファイルの
一部として作成します。この場合は、コンテナの作成時に両方のサービスがプロビジョニン
グされます。アプリケーション プロファイルの追加, （28 ページ）およびレイヤ 4 ～レイヤ
7 サービス ポリシーの追加, （18 ページ）を参照してください。

（注）

サービス チェーンは、物理と仮想の両方のゲートウェイを使用するアプリケーション コンテ
ナ内には作成できません。
VDC で [ネットワーク管理を有効にする（Enable Network Management）] が無効として表示される
場合は、次の設定がデフォルトで実行されます。
• インフラストラクチャ ネットワークを使用してロード バランサをファイアウォールにリン
クします。
• デフォルトにより、インフラストラクチャ ネットワークのいずれかの IP アドレスを使用し
てロード バランサに SNIP が作成されます。
• ファイアウォールを指すデフォルト ルートがロード バランサに追加されます。

既存コンテナへの VM の追加
他のタイプのコンテナに VM を追加する場合と同じ方法で、既存の APIC コンテナへ VM を追加
できます。VM の追加を参照してください。

（注）

イメージを使用して既存のコンテナに VM を追加する場合は、1 つのネットワーク アダプタの
みを追加できます。アプリケーション プロファイルでテンプレートを定義して作成した場合
は、複数のアダプタでそのテンプレートを使用できます。
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（注）

[APIC コンテナへの VM の追加（Add VMs to APIC Container）] ワークフローを使用して VM
をコンテナに追加することはできません。VM を追加するには、[VM の追加（Add VMs）] を
クリックするか、API を使用してください。

はじめる前に
APIC アプリケーション コンテナを作成します。

階層/ネットワークの追加
はじめる前に
APIC アプリケーション コンテナを作成します。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション コンテナを選択します。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウン リストから、[階層/ネットワークの追加（Add
Tier/Network）] を選択します。

ステップ 5

[階層/ネットワークの追加（Add Tier/Network）] 画面で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[階層/ネットワーク名（Tier/Network Name）] フィー 階層またはネットワークの名前。
ルド
[階層ラベル（Tier Label）] フィールド

階層のラベル。
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名前

説明

[ネットワークの分離（Isolate Network）] チェック
ボックス

このチェックボックスをオンにすると、新しい階層
が作成され、選択した階層に関連付けられます。
分離された階層の場合、サブネットはパ
ブリック サブネット プール ポリシーに
加えて、テナントの作成時に指定された
プライベート IP サブネット ポリシーから
取得されます。
チェックボックスがオフの場合は、新しい階層の作
成のみが行われます。
（注）

（注）

[親の階層（Parent Tier）] ドロップダウン リスト

分離されていない階層の場合、サブネッ
トはテナントが割り当てられたサブネッ
トから取得されます。選択されたコンテ
ナの数が、許可されている階層の最大数
に到達した場合、分離されていない階層
を作成することはできません。

このフィールドは、[ネットワークの分離（Isolate
Network）] 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。
親の階層を選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
新しい階層またはネットワークが作成されます。仮想マシンを選択して、コンテナ ネットワークに vNIC
を追加できます。

VM への仮想ネットワーク インターフェイス カードの追
加
はじめる前に
既存のアプリケーション コンテナを 1 つ以上の VM を使用して作成し、展開します。VM に仮想
ネットワーク インターフェイス カード（vNIC）を追加する前に、コンテナにプロビジョニング
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されている VM で VMware ツールが起動され、イーサネット インターフェイスがアップ状態に
なっている必要があります。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

[仮想マシン（Virtual Machines）] をクリックします。

ステップ 5

vNIC を追加する VM を含む行をクリックします。

ステップ 6

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウン リストから [vNIC の追加（Add vNICs）] を選択し
ます。

ステップ 7

[コンテナ ネットワークへの vNIC の追加（Add vNIC to Container Network）] 画面で、次のフィールドに値
を入力します。
名前

説明

[ネットワーク（Network）] ドロップダウン リスト VM が存在するのと同じアプリケーション コンテナ
内の階層/ネットワークを選択します。
（注）

（注）

分離されていない階層/ネットワークのう
ち VM がすでに接続されているものは、
フィルタによってリストから除外されま
す。
分離された階層/ネットワークのうち、選
択された VM がその階層/ネットワークの
一部であるものも、フィルタによってリ
ストから除外されます。

[VM クレデンシャル（VM Credentials）]

ステップ 8

[ユーザ名（Username）]

VM のユーザ名を入力します。

[パスワード（Password）]

VM のパスワードを入力します。

[送信（Submit）] をクリックします。
コンテナ VM に vNIC を追加するため、VM の電源がオフになります。vNIC がコンテナ ネットワークに
追加されると、VM の電源がオンになります。
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仮想ネットワーク インターフェイス カードの削除
はじめる前に
既存のアプリケーション コンテナを 1 つ以上の VM を使用して作成し、展開します。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

[仮想マシン（Virtual Machines）] をクリックします。

ステップ 5

削除する vNIC の VM を含む行をクリックします。

ステップ 6

[vNIC の削除（Delete vNICs）] をクリックします。

ステップ 7

[VM vNIC の削除（Delete VM vNICs）] 画面で、削除する vNIC を選択します。

ステップ 8

[削除（Delete）] をクリックします。
VM vNIC が削除されます。

既存コンテナへのベアメタル サーバの追加
（注）

ベア メタル サーバは、APIC コンテナでのみサポートされます。
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はじめる前に
ベアメタル サーバをコンテナに追加する前に、Bare Metal Agent を Cisco UCS Director に追加する
必要があります。このリリースの『Cisco UCS Director Bare Metal Agent Installation and Configuration
Guide』を参照してください。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

BM を追加するコンテナを選択します。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウン リストから [BM の追加（Add BMs）] を選択しま
す。

ステップ 5

[BM の追加（Add BMs）] 画面で、[ベア メタル アプリケーション コンポーネント（Bare Metal Application
Components）] を展開し、[追加（+）（Add (+)）] をクリックして新規 BM を追加します。

ステップ 6

[エントリの追加（Add Entry）] 画面で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[インスタンス名（Instance
Name）] フィールド

BM インスタンスに割り当てる名前を入力します。

[説明（Description）] フィールド （任意）説明を入力します。
[ネットワーク（Network）] ド
ロップダウン リスト

BM コンポーネントを追加するネットワーク（階層）を選択します。

[ベア メタル イメージ（Bare
Metal Image）] ドロップダウン
リスト

使用する BM イメージ。このリストは、ベア メタル エージェントから
取得されます。

[ブレードタイプ（Blade Type）] コンテナのブレード タイプとして次のいずれかを選択します。
ドロップダウン リスト
• ハーフ幅（Half Width）
• フル幅（Full Width）
[ブート LUN サイズ（GB）
ブートの推奨 LUN サイズ。
（Boot Lun Size (GB)）] フィール
ド
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ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

BM をさらに追加するには、ステップ 5 からの手順を繰り返します。

ステップ 9

必要なすべての BM を定義したら、[BM の追加（Add BMs）] 画面の [送信（Submit）] をクリックします。

ディスクの追加
はじめる前に
既存のアプリケーション コンテナを 1 つ以上のベアメタル サーバを使用して作成し、展開しま
す。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

[ベアメタル（Bare Metals）] をクリックします。

ステップ 5

ディスクを追加するベアメタル サーバを選択します。

ステップ 6

[ディスクの追加（Add Disk）] をクリックします。

ステップ 7

[BM へのディスクの追加（Add Disk to BM）] 画面で、ディスク サイズを GB 単位で入力します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
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ディスクの削除
はじめる前に
既存のアプリケーション コンテナをベアメタル サーバに関連付けられた 1 つ以上のディスクを使
用して作成し、展開します。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

[ベアメタル（Bare Metals）] をクリックします。

ステップ 5

ディスクを削除するベア メタル サーバを選択します。

ステップ 6

[ディスクの削除（Add Delete）] をクリックします。

ステップ 7

テーブルから削除する BM の LUN ID 番号を選択します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
確認画面で、削除を確認します。

ベア メタル サーバの削除
はじめる前に
既存のアプリケーション コンテナを 1 つ以上のベアメタル サーバを使用して作成し、展開しま
す。

ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

ステップ 2

[アプリケーション コンテナ（Application Containers）] ページで [アプリケーション コンテナ（Application
Containers）] をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション コンテナをダブルクリックします。

ステップ 4

[ベアメタル（Bare Metals）] をクリックします。

ステップ 5

ベアメタル サーバのリストから、削除するベアメタル サーバを選択します。

ステップ 6

[BM の削除（Delete BM）] をクリックします。
ベアメタル サーバと、関連付けられたディスクが削除されます。
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