
アプリケーションコンテナの作成

この章は、次の内容で構成されています。

• アプリケーションコンテナを作成するための一般的な要件, 1 ページ

• アプリケーションコンテナポリシーの作成, 2 ページ

• アプリケーションコンテナテンプレートについて, 6 ページ

• アプリケーションコンテナテンプレートの作成, 6 ページ

• アプリケーションコンテナ用カスタムワークフローの作成, 14 ページ

• アプリケーションコンテナの管理, 15 ページ

アプリケーションコンテナを作成するための一般的な要

件
Cisco UCS Directorでは、内部に包含する VMに対して必要なコンポーネントを指定するアプリ
ケーションコンテナを作成できます。アプリケーションコンテナを構築する際の Cisco UCS
Directorプロセスは次のとおりです。

1 ポリシーの作成

2 ネットワーク要素の追加

3 コンテナテンプレートの作成

4 仮想インフラストラクチャポリシーの作成

5 階層型アプリケーションゲートウェイポリシーの作成

6 コンテナの作成
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アプリケーションコンテナポリシーの作成

ステップ 1 [ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [仮想インフラストラクチャポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [ポリシーの追加]ボタンをクリックします。

ステップ 4 [仮想インフラストラクチャポリシーの仕様]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

コンテナタイプ（APIC、フェンスド仮想、VSG、またはファブリッ
ク）を選択します。

[コンテナタイプ]ドロップダウ
ンリスト

選択した仮想アカウント（ゲートウェイ VMを作成するクラウド）。[仮想アカウントの選択]ドロッ
プダウンリスト

ステップ 5 コンテナタイプとして [ファブリック]を選択した場合は、ステップ 6に進みます。しかし、[フェンスド
仮想]、[APIC]、または [VSG]を選択した場合は、次の手順を実行します。

説明オプション

[次へ]をクリックして、ウィザードの指示に従います。フェンスド仮想

仮想インフラストラクチャポリシーの作成の参照APIC

仮想インフラストラクチャポリシーの作成の参照VSG

ステップ 6 ステップ 4でコンテナタイプとして [ファブリック]を選択した場合は、このステップを続けます。 [仮想
インフラストラクチャポリシー -ファブリック情報]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

VSGサポートの場合に、このチェックボックスを
オンにします。

オンにした場合は、次の手順を実行します。

1 [サービスネットワーク設定]と [ホストネット
ワーク設定]に関する情報を入力します。

2 ステップ 7に進んで、ウィザードの残りの指示
を完了します。

オンにしなかった場合は、ステップ9に進みます。

[VSG使用]チェックボックス

ファブリックアカウントを選択します。[ファブリックアカウント]ドロップダウンリスト

スイッチタイプを選択します。[スイッチタイプ]ドロップダウンリスト

スイッチの名前を選択します。[スイッチ名]ドロップダウンリスト

代替スイッチ名を選択します。[代替スイッチ名]ドロップダウンリスト

[サービスネットワーク設定]

[AutoSelectモビリティドメインID]チェックボック
スをオンにしなかった場合は、[選択…]をクリック
して、モビリティドメイン IDを追加します。

[モビリティドメインID(サービスネットワーク +
HA)]フィールド
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説明名前

レイヤ3サポートの場合に、このチェックボックス
をオンにします。

vpathパーティション、サービス、分類子
ネットワークセットアップなどの L3サ
ポートに必要な展開前セットアップを完

了して、レイヤ 3関連フィールドに値を
入力できるようにする必要があります。

この操作は、タスクライブラリからの次

のタスクを含むオーケストレーションワー

クフローを作成して実行することによっ

て完了できます。

（注）

•ファブリック組織の作成（vPath組織
の作成）

•ファブリックパーティションの作成
（vPathパーティションの作成）

•ファブリックネットワークの作成
（vPath分類子ネットワークの作成）

• AddHostVMKernelPortondvSwitch
（N1kv VEMクラスタへの vmknicの
追加）

•ファブリックネットワークの作成
（vPathサービスネットワークの作
成）

[レイヤ3]チェックボックス

ファブリック組織を選択します。[ファブリック組織]ドロップダウンリスト

ファブリックパーティションを選択します。[ファブリックパーティション]ドロップダウンリス
ト

[選択…]をクリックして、ファブリックサービス
ネットワークを追加します。

[ファブリックサービスネットワーク]フィールド

[ホストネットワーク設定]
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説明名前

[AutoSelectモビリティドメインID]チェックボック
スをオンにしなかった場合は、[選択…]をクリック
して、モビリティドメイン IDを追加します。

レイヤ 2の場合は、サービスネットワー
クと対応するホストネットワークのモビ

リティドメインをサービスネットワーク

と同じにする必要があります。または、

[なし]にすることもできます。

（注）

[モビリティドメインID(サービスネットワーク +
HA)]フィールド

[パーティションパラメータ]

DCI IDを入力します。[DCI ID]フィールド

ファブリック全体のパーティションを入力する場合

に、このチェックボックスをオンにします。

[ファブリックでパーティションを拡張する]チェッ
クボックス

サービスノードの IPアドレスを入力します。[サービスノードIPアドレス]フィールド

DNSサーバを入力します。[DNSサーバ]フィールド

セカンダリ DNSサーバを入力します。[セカンダリDNSサーバ]フィールド

マルチキャストグループアドレスを入力します。[マルチキャストグループアドレス]フィールド

[選択…]をクリックして、プロファイル名を追加し
ます。

[プロファイル名]フィールド

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 前のステップで [VSG使用]チェックボックスをオンにした場合にのみ、このステップを続けます。 [仮想
インフラストラクチャポリシー - PNSC情報]で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

PNSCアカウントを選択します。[PNSCアカウント]ドロップダウンメニュー

[VSGテンプレート設定]

PNSCファイアウォールポリシーを選択します。[PNSCファイアウォールポリシー]
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ステップ 9 [次へ]をクリックします。

ステップ 10 [F5ロードバランサ情報]ダイアログボックスで、F5ロードバランサに関するフィールドに値を入力しま
す。

ステップ 11 [次へ]をクリックします。

ステップ 12 ゲートウェイを追加する場合は、[仮想インフラストラクチャポリシー -ゲートウェイ]ダイアログボック
スで、[ゲートウェイが必要]チェックボックスをオンにします。

ステップ 13 [次へ]をクリックします。

ステップ 14 [概要]ダイアログボックスで、[送信]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について
アプリケーションコンテナテンプレートを作成するには、次の要素に関する情報を入力する必要

があります。この情報をコンテナ作成に使用します。

•仮想アカウント（クラウド）

•ネットワークコンフィギュレーション

• VMの設定

•コンテナセキュリティ

•ゲートウェイポリシーの選択（オプション）

•サービスエンドユーザのオプション

コンテナテンプレートと Virtual Secure Gatewayに関する情報については、VSG用アプリケー
ションテンプレートの作成を参照してください。

（注）

アプリケーションコンテナテンプレートの作成
アプリケーションコンテナを作成するには、その前にテンプレートを作成する必要があります。

VSG用のコンテナテンプレートの作成に関する情報については、VSG用アプリケーションテ
ンプレートの作成を参照してください。

（注）
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この手順では更新するテンプレートを作成しません。テンプレートを変更する場合は、テン

プレートから新しく作成したコンテナにのみ適用されます。このテンプレートを使用して、

さまざまなネットワーク（DFAネットワークを含む）で使用するためのアプリケーションコ
ンテナを作成できます。ここでは、フェンスド仮想アプリケーションコンテナテンプレート

の作成について説明します。画面は、ポリシー設定によって若干異なる場合があります。

（注）

はじめる前に

アプリケーションコンテナポリシーを作成します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナテンプレート]タブをクリックします。

ステップ 3 [テンプレートの追加]をクリックします。 [アプリケーションコンテナのテンプレート]画面が表示されま
す。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

新しいテンプレートの名前。[テンプレート名]フィールド

テンプレートの説明。[テンプレートの説明]フィール
ド

ステップ 4 [次へ]をクリックします。

ステップ 5 [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]画面が表示され
ます。次の選択を行います。

説明名前

ポリシーを選択します。[仮想インフラストラクチャポリ
シーの選択]ドロップダウンリ
スト

ステップ 6 [次へ]をクリックします。

ステップ 7 ファブリックベースの仮想インフラストラクチャポリシーを選択した場合は、[ファブリックネットワー
ク]画面で、[(+)追加]アイコンをクリックして、ファブリックネットワークを追加し、次のフィールドに
値を入力します。ただし、他の仮想インフラストラクチャポリシーを選択した場合は、ステップ 10に進
みます。
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説明名前

ASA外部パーティションのホストネットワークを
有効にする場合に、このチェックボックスをオンに

します。

[外部パーティション]チェックボックス

コンテナ内部のネットワークの一意の名前。128文
字まで使用できます。

[ネットワーク名]フィールド

ネットワークロールを選択します。[ネットワークロール]

ネットワークの説明。[説明]

マルチキャストグループアドレス。[マルチキャストグループアドレス]

[選択...]をクリックして、プロファイルを選択しま
す。

[プロファイル名]

ネットワーク内のデフォルトゲートウェイの IPア
ドレス。

[ゲートウェイIPアドレス]

ネットワークマスク（255.255.255.0など）。[ネットワークマスク]

DHCPサーバアドレス。[DHCPサーバv6アドレス]

VRF DHCPアドレス。[vrfdhcp]フィールド

最大伝送単位（MTU）値。[mtuvalue]フィールド

VRF DHCPアドレス。[vrfv6dhcp]フィールド

ゲートウェイ IPv6アドレス。[ゲートウェイIPv6アドレス]

プレフィックス長。[プレフィクス長]フィールド

[DHCPスコープ]

DHCPを有効にする場合に、このチェックボックス
をオンにします。

[DHCP有効]チェックボックス

[サービス構成パラメータ]

開始 IPアドレス。[開始 IP]フィールド

終了 IPアドレス。[終了 IP]フィールド
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説明名前

セカンダリゲートウェイアドレス。[セカンダリゲートウェイ]フィールド

ステップ 8 [送信]をクリックします。

ステップ 9 [次へ]をクリックします。

ステップ 10 ステップ 5でファブリックベースの仮想インフラストラクチャポリシーを選択しなかった場合は、この
ステップを続けます。それ以外の場合は、ステップ 14に進みます。 [アプリケーションコンテナ：テン
プレート：内部ネットワーク]画面が表示されます。コンテナ用に複数のネットワークを追加して設定で
きます。これらのネットワークは、このテンプレートを使用してプロビジョニングされる VMに適用で
きます。

ステップ 11 [(+)追加]アイコンをクリックしてネットワークを追加します。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

コンテナの一意のネットワーク名。最大 128文字を使用で
きます。

[ネットワーク名]フィールド

ネットワークタイプを選択します。[ネットワークタイプ]ドロップダウンリス
ト

情報ソースを選択します。この属性の種類は次のとおりで

す。

•インライン

•静的プール

[情報ソース]ドロップダウンリスト

VLAN IDの範囲を入力します。[VLAN ID範囲]フィールド

ネットワークの IPアドレス（10.10.10.0など）。[ネットワークIPアドレス]フィールド

ネットワークマスク（255.255.255.0など）。[ネットワークマスク]

フィールド

ネットワーク内のデフォルトゲートウェイの IPアドレス。
この IPの NICを GW VM上に作成します。

[ゲートウェイIPアドレス]フィールド

ステップ 12 [送信]をクリックします。
次に、アプリケーションコンテナでプロビジョニングされる VMを追加して設定できます。
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ステップ 13 [OK]をクリックします。

ステップ 14 [追加(+)]アイコンをクリックしてVMを追加します。 [エントリの追加]画面が表示されます。次のフィー
ルドに値を入力します。

説明名前

VMの名前。[VM名]フィールド

VMの説明。[説明]フィールド

導入するイメージを選択します。[VMイメージ]ドロップダウン
リスト

VMに割り当てる仮想プロセッサの数。[仮想CPUの数]ドロップダウン
リスト

割り当てるメモリ（MB単位）。[メモリ]ドロップダウンリスト

VMの CPU予約。[CPU予約(MHz)]フィールド

VMのメモリ予約。[メモリ予約(MB)]フィールド

VMのカスタムディスクサイズ。テンプレートディスクサイズを使
用するには、0の値を指定します。指定したディスクサイズで選択し
たイメージのディスクサイズをオーバーライドします。

[ディスクサイズ(GB)]フィール
ド

エンドユーザとVMのユーザ名およびパスワードを共有するためのオ
プションを選択します。 [パスワードのリセット後に共有]または [共
有テンプレートクレデンシャル]を選択すると、エンドユーザは選択
したテンプレートのユーザ名およびパスワードを指定する必要があり

ます。

[VMパスワード共有オプション]
ドロップダウンリスト

チェックマークをオンにすると、イメージからのネットワーク設定が、

プロビジョニングされた VMに適用されます。
[イメージからのネットワーク設
定の使用]チェックボックス

VMネットワークインターフェイス情報を選択します。[VMネットワークインターフェ
イス]フィールド

作成後にこのコンテナに追加できるインスタンスの最大数。[最大量]フィールド

コンテナを作成する場合に、プロビジョニングする VMインスタンス
数。

[初期数量]フィールド
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ステップ 15 [次へ]をクリックします。

ステップ 16 ステップ 5でファブリックベースの仮想インフラストラクチャポリシーを選択しなかった場合は、この
ステップを続けます。それ以外の場合は、ステップ 18に進みます。 [アプリケーションコンテナのテン
プレート -外部ゲートウェイセキュリティ設定]画面で、[ポートマッピング(+)追加]アイコンをクリック
して、ポートマッピングを追加します。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

プロトコルを選択します。この属性の種類は次の

とおりです。

• TCP

• UDP

[プロトコル]ドロップダウンリスト

マッピングされたポートを入力します。[マッピングされたポート]フィールド

IPアドレスを入力します。[リモートIPアドレス]フィールド

リモートポートフィールドを入力します。[リモートポート]フィールド

ステップ 17 [アプリケーションコンテナのテンプレート -外部ゲートウェイセキュリティ設定]画面で、[発信ACL(+)
追加]アイコンをクリックして、ポートマッピングを追加します。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

プロトコルを選択します。この属性の種類は次の

とおりです。

• IP

• TCP

• UDP

• ICMP

[プロトコル]ドロップダウンリスト

ネットワークを選択します。[ネットワークの選択]ドロップダウンリスト

送信元アドレスを入力します。[送信元アドレス]フィールド

宛先アドレスを入力します。[宛先アドレス]フィールド
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説明名前

アクションを選択します。次のいずれかにするこ

とができます。

•承認

•削除

•却下

[アクション]フィールド

ステップ 18 [次へ]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：導入ポリシー]画面が表示され
ます。

VMプロビジョニングに必要なコンピューティング、ストレージ、ネットワーク、システムポリシー、コ
ストモデルを選択する必要があります。ポリシーは、新しい VMがアプリケーションコンテナ内でプロ
ビジョニングされる場所と方法を決める一群のルールです（システムリソースの可用性に基づく）。

•ネットワークポリシーは、仮想ファイアウォールの外部インターフェイス（コンテナゲートウェイ）
を導入するためにのみ使用します。

•選択したネットワークポリシーのポートグループはゲートウェイ VMをプロビジョニングするホス
ト上にある必要があります。

•ネットワークポリシーは静的 IPプールまたはDHCPのいずれかを使用できます。ただし、コンテナ
タイプがVSGの場合、ネットワークポリシーは静的 IPプールのみを使用する必要があります。VSG
VMは IPアドレスを入力する必要があります。 VSG VMの導入に DHCPを指定するプロビジョニン
グが現在ありません。

•プロビジョニングされる VM（コンテナゲートウェイ）のネットワークアダプタ設定はテンプレー
トの設定と同様である必要があります。このアプリケーションコンテナで使用されるネットワーク

ポリシーで、[テンプレートからのアダプタのコピー]チェックボックスのチェックマークをオンにす
る場合としない場合があります。

次のフィールドに値を入力します。

説明名前

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービス電源管理が有
効になります。

[VMのセルフサービス電源管理
の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、VMのセルフサービスサイズ変更が
有効になります。

[VMのセルフサービスサイズ変
更の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、セルフサービス VMスナップショッ
ト管理が有効になります。

[セルフサービスVMスナップ
ショット管理の有効化]チェック
ボックス
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説明名前

チェックマークをオンにすると、コンテナの削除が有効になります。[コンテナのセルフサービス削除
の有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、セルフサービス VNCベースのコン
ソールアクセスが有効になります。

[VNCベースのコンソールアクセ
スの有効化]チェックボックス

チェックマークをオンにすると、コンテナのセルフ削除が有効になり

ます。

[コンテナのセルフサービス削除
の有効化]チェックボックス

テクニカルサポート用の電子メールアドレス。コンテナの導入後に

このフィールドに入力した 1つ以上の電子メールアドレスに詳細なテ
クニカル電子メールが送信されます。

[テクニカルサポート用の電子
メールアドレス]フィールド

説明名前

コンピューティングポリシーを選択します。[コンピューティングポリシー]ドロッ
プダウンリスト

ストレージポリシーを選択します。[ストレージポリシー]ドロップダウン
リスト

ネットワークポリシーを選択します。[ネットワークポリシー]ドロップダウ
ンリスト

システムポリシーを選択します。[システムポリシー]ドロップダウン
リスト

コストモデルを選択します。[コストモデル]ドロップダウンリス
ト

ステップ 19 [次へ]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：オプション]画面が表示されま
す。

このページで、セルフサービスエンドユーザに特定の権限を有効または無効にするオプションを選択で

きます。次のフィールドに値を入力します。

ステップ 20 [次へ]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：設定ワークフロー]画面が表示
されます。次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

コンテナ設定ワークフローを選択します。デフォルトで、ワークフ

ローは選択されません。このコンテナに選択されたゲートウェイタイ

プが [Linux]で、[仮想マシンポートグループ]がコンテナと関係付け
られたネットワークポリシーで選択されている場合は、この手順をス

キップできます。コンテナゲートウェイに [CISCO ASA]を選択する
か、ネットワークポリシーに [分散型仮想ポートグループ]を選択する
場合のみ、指定のワークフローの選択が必要です。

アプリケーションコンテナテンプレートを作成するために

タスクを開始するには、まず一部の前提条件の手順を実行す

る必要があります。

（注）

[コンテナ設定ワークフロー]ド
ロップダウンリスト

ステップ 21 [次へ]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：サマリ]画面が表示され、現在の
設定が示されます。

ステップ 22 [送信]をクリックしてアプリケーションコンテナテンプレートの作成を完了します。

次の作業

テンプレートの特定の側面をカスタマイズする際に、アプリケーションコンテナ用カスタムワー

クフローの情報を参照してください。

アプリケーションコンテナ用カスタムワークフローの作

成
アプリケーションコンテナテンプレートの作成中に、一部の手動手順を実行する必要がありま

す。次のことが発生する可能性がある 2つのシナリオがあります。

•ゲートウェイタイプ： CISCO ASA：コンテナのゲートウェイタイプが CISCO ASAの場合
は、使用できるワークフローリストから [ASAゲートウェイを使用するアプリケーションコ
ンテナ]を特に選択する必要があります。ワークフローを選択するために、ワークフローを
検索してチェックボックスをオンにします。

•分散型仮想ポートグループ：コンテナと関連付けられるネットワークポリシーの [分散型仮
想ポートグループ]を選択する場合は、次の手順を手動で実行する必要があります。

1 [仮想ネットワークタイプ]を選択して、コンテナと関連付けられるワークフローに必要
な名前を入力します。

2 特定のワークフローを選択します。このワークフロータイプは、コンテナと関連付けら

れた [Linux]または [CISCO ASA]というゲートウェイに左右されます。 Linuxゲートウェ
イの場合は、[アプリケーションコンテナ設定]ワークフローを選択します。 CISCO ASA
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ゲートウェイタイプの場合は、[ASAゲートウェイを使用するアプリケーションコンテナ]
を選択します。

3 必要なワークフローを編集または複製するには、CiscoUCSDirectorOrchestratorアプリケー
ションに移動してワークフローデザイナページのワークフローを編集します。

4 ワークフローウィンドウで、[コンテナVMリソースの割り当て]タスクをダブルクリック
します。

5 必要な仮想ネットワークタイプ（[分散型仮想ポートグループ]または [分散型仮想ポート
グループN1K]）を選択します。

6 プライマリ DVSwitch名および代替 DVSwitch名を選択します。

7 [保存]をクリックしてワークフローを保存します。

アプリケーションコンテナの管理
管理者として、アプリケーションコンテナで次の管理アクションを実行できます。

• VMの追加

•コンソールを開く

•テンプレートの複製

•コンテナの電源管理

•コンテナの削除

•レポートの表示

管理アクションの表示

すべてのグループまたは特定のグループのサービスリクエストのレポートを表形式にエクスポー

トできます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [階層化されたアプリケーション]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択するか、コンテナを右クリックしてすべてのアクションを取り上げます。

セルフサービスユーザのコンテナアクションを表示するには、[セルフサービスの有効化]チェッ
クボックスを有効にして（コンテナテンプレートの作成時）、許可する必要があります。

（注）
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VM の追加

ステップ 1 [ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [階層化されたアプリケーション]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [VMの追加]をクリックします。

ステップ 5 [VMの管理]ダイアログボックスで、VMを選択します。

ステップ 6 （任意） [送信]をクリックします。ワークフローが実行されますが、VMはプロビジョニングされませ
ん。

ステップ 7 [編集]アイコンをクリックします。 [仮想マシンエントリの編集]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 8 作成する VMの番号を入力します。

ステップ 9 [送信]をクリックします。最大許容数量を確認します。

ステップ 10 もう一度 [送信]をクリックしてプロセスを終了します。
追加の VMを既存のアプリケーションコンテナに追加することだけが可能です。この条件は
[最大数量]フィールドで指定される数量に左右され、[仮想マシンへのエントリの追加]フィール
ド（アプリケーションコンテナテンプレートを作成した場合）にあります。

（注）

VM の削除

はじめる前に

1つ以上の VMを使用する既存のアプリケーションコンテナを作成して導入します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 アプリケーションコンテナを選択します。

ステップ 3 [VMの削除]をクリックします。

ステップ 4 [送信]をクリックします。

ステップ 5 [送信]をクリックします。
指定されたコンテナから VMが削除されます。
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特定の階層への VM の割り当て

はじめる前に

既存のアプリケーションコンテナを作成して導入します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 アプリケーションコンテナを選択します。

ステップ 3 [VMの追加]をクリックします。

ステップ 4 階層（Web、アプリケーション、または DBなど）を選択します。
設定によって、一部の階層は使用できない場合がありま

す。

（注）

ステップ 5 [送信]をクリックします。

コンソールを開くへのアクセス

適切なアクセス権がある場合は、VMのコンソールを表示することができます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [階層化されたアプリケーション]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [コンソールを開く]をクリックします。 [アクセスのコンソール]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 VMを選択します。

ステップ 6 [送信]をクリックします。ブラウザにページが表示され、選択した VMのコンソールにアクセスできま
す。

コンテナで VNCコンソールを自動設定するには、アプリケーションコンテナテンプレートを
作成した際に、[VNCベースのコンソールアクセスの有効化]チェックボックスをオンにして許
可する必要があります。

（注）
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既存のコンテナの複製

管理者として既存のコンテナを複製することができます。複製により、元のコンテナに含まれる

VMの設定および構成データをすべて転送します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [コンテナの複製]アイコンをクリックします。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

コンテナの名前。[コンテナ名]フィールド

コンテナラベル。このラベルは一意にする必要があります。[コンテナラベル]フィールド

コンテナのグループを選択します。[グループ]ドロップダウンリス
ト

ステップ 5 [送信]をクリックします。

コンテナの電源の管理

管理者はコンテナへの電源を無効/有効にすることができます。

ステップ 1 [ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [階層化されたアプリケーション]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [電源オン/電源オフ]アイコンをクリックします。

コンテナの削除

コンテナを削除する場合は、コンテナにプロビジョニングされているリソースも削除します。コ

ンテナの削除アクションを開始すると、Cisco UCS Directorはアプリケーションコンテナ設定を
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ロールバックします。その結果、ステータスのロールバックを反映するサービスリクエストを作

成します。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [コンテナの削除]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [送信]をクリックします。サービスリクエストを生成したという通知が表示されます。

ステップ 6 [組織] > [サービスリクエスト]を選択します。

ステップ 7 [サービスリクエスト]タブをクリックします。

ステップ 8 サービスリクエストを選択します。

ステップ 9 [詳細の表示]をクリックします。

レポートの表示

各コンテナについて、要約レポート、クレデンシャルの詳細レポート、クレデンシャルなしの詳

細レポートを生成できます。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー] > [アプリケーションコンテナ]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。

ステップ 3 コンテナを選択します。

ステップ 4 [レポートの表示]をクリックします。

ステップ 5 ドロップダウンリストから、レポートタイプを選択します。

ステップ 6 [送信]をクリックします。レポートが表示されます。
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