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F5 ロードバランシングについて
Cisco UCS Directorでは、F5ロードバランシングを使用するフェンスド仮想アプリケーションコ
ンテナを作成できます。

ロードバランシングの範囲がルーティング環境で大幅に拡大する可能性がありますが、仮想ネッ

トワークと VM環境でもロードバランシングの重要性が高まっています。サーバロードバラン
シングは、複数の仮想サーバの間でトラフィックを分散し、アプリケーションおよびサーバリ

ソースの使用率を向上させるメカニズムです。

サーバロードバランシング（SLB）とは、ロードバランシングデバイスが、サービスを求める
クライアント要求の送信先サーバを決定することです。たとえば、クライアント要求は、Web
ページを求めるHTTPGETまたはファイルのダウンロードを求める FTPGETから構成することが
できます。ロードバランサのジョブは、クライアント要求に対応できるサーバを選択し、サーバ

にもサーバファーム全体にも過負荷を与えずに、できるだけ短時間に選択を行うことです。

設定するロードバランシングアルゴリズム、つまりプレディクタに応じて、Cisco UCS Director
では一連のチェックおよび計算を実行し、各クライアント要求に最良に対応できるサーバを決定

します。 Cisco UCS Directorは、負荷に対して接続数が最小のサーバ、送信元または宛先アドレ
ス、cookie、URL、HTTPヘッダーなど、いくつかの要因に基づいてサーバを選択します。

ロードバランシングの概要は次のとおりです。
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1 クライアントがCisco UCSDirector F5コネクタを使用してロードバランサのサービスに接続し
ようとします。

2 ロードバランサが接続を受け入れます。

3 ロードバランサは、接続を受信するホストを決定し、選択したホストのサービスに合わせて宛

先 IPアドレス（またはポート）を変更します。

4 ホストはロードバランサの接続を受け入れ、元の送信元、クライアント（デフォルトルート

経由）、およびロードバランサに応答します。

5 ロードバランサは、ホストから返された応答パケットを取得すると、仮想サーバの IPおよび
ポートと一致するように送信元 IPを変更して、パケットをクライアントに転送します。

6 クライアントは、仮想サーバから送信されているという前提で、返されたパケットを受信し、

プロセスの残りを続行します。

Cisco UCS Directorは、F5ロードバランサの管理、オーケストレーション、モニタリングを可能
にします。以下に、重要なプロセスの概要を示します。

1 [管理] > [物理アカウント] > [管理対象ネットワーク要素] > [ネットワーク要素の追加]を使用し
て F5ロードバランサを追加します。

2 F5ロードバランサが管理対象要素としてCiscoUCSDirectorに追加されると、CiscoUCSDirector
タスクのインベントリ収集がトリガーされます。 [システムのタスク]タブで設定されるポーリ
ング間隔はインベントリ収集の頻度を指定します。

3 F5がポッドに追加されると、ポッド環境のその他すべてのコンポーネントと一緒にアカウン
トレベルでリストされます。 F5設定情報を表示するには、[物理] > [ネットワーク] > [ネット
ワーク管理対象要素]に移動します。

F5デバイスを使用してロードバランシングを実装する方法は 2通りあります。

1 iApps（BIG-IP）アプリケーションサービスを使用します。または、

2 Cisco UCS Directorを使用して、次の操作を行います。

•管理対象要素をセットアップします。

•プールを作成します。

•プールメンバーを追加します。

•仮想サーバを作成します。

上記の Cisco UCS Directorタスクについては、『Cisco UCS Directorアプリケーションコンテナガ
イド』で詳しく説明されています。
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F5 アプリケーションコンテナセットアップのワークフ
ロータスクについて

Cisco UCS Directorには、ワークフローデザイナを利用してロードバランサに接続できるように
するための、F5 BIG-IPワークフロータスクが含まれています。重要なワークフロータスクは次
のとおりです。

•コンテナ VMリソースの割り当て

•コンテナのプロビジョニング（ネットワーク）

•コンテナのプロビジョニング（VM）

•コンテナの再同期（VM）

•コンテナゲートウェイのセットアップ

•コンテナ F5ロードバランサのセットアップ

•コンテナ電子メールの送信

この F5ワークフローに固有のタスクは、「コンテナ F5ロードバランサのセットアップ」と
いうタイトルのタスクのみです。この F5タスクは、最近 Cisco UCS Directorコンテナサポー
トに追加されました。他のタスクはすでに存在するものであり、別のワークフローで使用さ

れています。ロードバランシングアプリケーションコンテナの構築に役立つワークフロー

は、他にもフェンスドコンテナの設定 - ASAゲートウェイとフェンスドコンテナの設定の 2
つがあります。

（注）

F5ロードバランサ用コンテナのセットアップを含め、アプリケーションコンテナのセットアッ
プワークフロー全体については、『Cisco UCS Director Application Container Guide』を参照してく
ださい。このマニュアルへのリンクは、http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/
ucs-director/products-installation-and-configuration-guides-list.htmlに記載されています。

F5 ロードバランシングアプリケーションコンテナの前
提条件

Cisco UCS Director内の F5ロードバランシングアプリケーションコンテナを作成して実装するに
は、その前に、次の作業を完了する必要があります。

•フェンスドコンテナのセットアップ

•フェンスドコンテナのセットアップ（ASAゲートウェイ）
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アプリケーションサービスを手動で作成するために、コンテナロードバランサのセットアッ

プタスクが用意されています。このタスクをフェンスドコンテナのセットアップ（ASAゲー
トウェイ）タスクと統合することで、F5ロードバランシングアプリケーションコンテナを作
成できます。

ヒント

F5 ロードバランシングアプリケーションコンテナ設定
の要件

Cisco UCS Directorでは、内部に包含する VMに対してF5ロードバランシングプロパティを指定
するアプリケーションコンテナを作成できます。 Cisco UCS Directorプロセスワークフローの概
要は次のとおりです。

1 ロードバランシングポリシーの作成

2 ネットワーク要素の追加

3 仮想インフラストラクチャポリシーの作成

4 階層型アプリケーションゲートウェイポリシーの作成

5 コンテナテンプレートの作成

6 コンテナの作成

F5 BIG-IP ネットワーク設定の制限
ゲートウェイならびに F5 BIG-IPデバイスにおけるネットワーク設定は手動で行う必要がありま
す。

ゲートウェイの VLANおよび NAT設定、および F5デバイス関連のネットワーク設定に、F5
アプリケーションコンテナサポートの一環である Cisco UCS Directorを使うことはできませ
ん。これに関する自動プロセスは、CiscoUCSDirectorの次のリリースで対応される予定です。

（注）

ネットワーク要素の追加

ロードバランシングをサポートする仮想サーバを作成するには、まず Cisco UCS Directorにネッ
トワーク要素を追加する必要があります。 F5ロードバランサが Cisco UCS Directorにネットワー
ク要素として追加されると、[管理するネットワーク機器]タブに表示されます。
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はじめる前に

このタスクを完了するには、アプライアンスにログインする必要があります。

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [物理アカウント]の順に選択します。

ステップ 2 [管理するネットワーク機器]タブを選択します。

ステップ 3 [ネットワーク機器の追加]をクリックします。

ステップ 4 [ネットワーク機器の追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名称

ネットワーク要素が属するポッドを選択します。[POD]ドロップダウンリスト

このネットワーク要素のデバイスカテゴリを選択

します。たとえば、F5ロードバランサです。。
[デバイスカテゴリ]ドロップダウンリスト

このデバイスの IPアドレス。[デバイスIP]フィールド

使用されるプロトコルを選択します。リストには

次の内容が含まれます。

• telnet

• ssh

• http

• https

F5ロードバランサデバイスを使用する
場合、httpおよび httpsのみを選択できま
す。

（注）

[プロトコル]ドロップダウンリスト

使用するポート番号。[ポート]フィールド

ログイン名。[ログイン]フィールド

ログイン名に関連付けられるパスワード。[パスワード]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

F5ロードバランサが追加されると、システムタスクのインベントリ収集がトリガーされます。
[システムタスク]タブで設定されるポーリング間隔はインベントリ収集の頻度を指定します。
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次の作業

仮想サーバに変更を加えるには、サーバを選択し、[変更]ボタンをクリックします。仮想サーバ
を削除するには、サーバを選択し、[削除]ボタンをクリックします。

F5 ロードバランシングポリシーの追加

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 [F5ロードバランサポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [(+)ポリシーの追加]をクリックします。

ステップ 4 [F5ロードバランサポリシーの追加]画面で、次のフィールドを入力します。

表 1：

説明名前

F5ロードバランサアプリケーションポリシーに割
り当てる名前。

[ポリシー名]フィールド

このポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

[物理]を選択します。[ロードバランサアカウントタイプ]ドロップダウ
ンリスト

使用可能なリストから F5ロードバランサのアカウ
ントを選択します。

[F5アカウントの選択]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [選択]をクリックします。

ステップ 6 [次へ]をクリックします。

ステップ 7 [送信]をクリックします。

次の作業

仮想インフラストラクチャポリシーを作成します。
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F5 ロードバランシング仮想インフラストラクチャポリシーの追加

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 [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]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]ペインで、次の情報を入力します。

表 2：

説明名前

ポリシーの一意の名前。[テンプレート名]フィールド

このポリシーの説明。[テンプレートの説明]フィールド

コンテナタイプの選択。ロードバランシングアプ

リケーションコンテナに [フェンスド仮想]を選択
します。

[コンテナタイプ]ドロップダウンリスト

仮想アカウントを選択します。[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 [次へ]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：フェンシングゲートウェイ]ペインで、次の情報を入力します。

表 3：

説明[名前]

チェックマークをオンにすると、ゲートウェイ設定

を構成できるようになります。そうでない場合は、

[次へ]をクリックします。

[ゲートウェイ必須]チェックボックス

[ゲートウェイ必須]チェックボックスをオンにした
場合は、ゲートウェイポリシーを割り当てること

ができます。

[ゲートウェイポリシーの選択]ドロップダウンリ
スト

ステップ 7 [次へ]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：フェンシングロードバランシング]ペインで、次の情報を入力し
ます。
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表 4：

説明名前

チェックマークをオンにすると、このコンテナには

F5ロードバランサが必要になります。
[F5ロードバランサ必須]チェックボックス

このコンテナに必要なロードバランシングポリシー

を選択します。

[F5ロードバランサの選択]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [次へ]をクリックします。

ステップ 10 [送信]をクリックします。

次の作業

階層型アプリケーションゲートウェイポリシーを設定します。

階層型アプリケーションゲートウェイポリシーの作成

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 [階層型アプリケーションゲートウェイポリシー]タブをクリックします。

ステップ 3 [(+)ポリシーの追加]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ゲートウェイポリシー]画面で、次のフィールドを入力します。

表 5：

説明名前

F5ロードバランサの階層型アプリケーションゲー
トウェイポリシーに割り当てる名前。

[ポリシー名]フィールド

このポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

ゲートウェイタイプを選択します。[ゲートウェイタイプ]ドロップダウンリスト

コンテナを導入するクラウドアカウントを選択し

ます。

[仮想アカウントの選択]ドロップダウンリスト
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ステップ 5 [次へ]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ゲートウェイポリシー]画面で、Linuxゲートウェイの選択に関する次の
フィールドを入力します（該当する場合）。

表 6：

説明名前

F5ロードバランサの階層型アプリケーションゲー
トウェイポリシーに割り当てる名前。

[ゲートウェイの VMイメージ]ドロップダウンリ
スト

このポリシーの説明。[仮想 CPUの数]フィールド

ゲートウェイタイプを選択します。[メモリ]ドロップダウンリスト

コンテナを導入するクラウドアカウントを選択し

ます。

[CPU予約(MHz)]フィールド

MB単位でのメモリの予約。[メモリ予約（MB）]フィールド

テンプレート用の rootログイン。[テンプレート用のrootログイン]フィールド

テンプレート用の rootパスワード。[テンプレート用の rootパスワード]フィールド

ゲートウェイ VMの rootパスワードをエンドユー
ザと共有するかどうか、および共有する方法。

[ゲートウェイパスワード共有オプション]ドロップ
ダウンリスト

ステップ 7 [アプリケーションコンテナゲートウェイポリシー]画面で、Cisco ASAの選択に関する次のフィールド
を入力します（該当する場合）。

表 7：

説明名前

デバイスを選択します。[デバイスの選択]ドロップダウンリスト

コンテキストに適用する外部インターフェイスの名

前。

[外部インターフェイス]ドロップダウンリスト

外部インターフェイスの IPアドレス。[外部インターフェイス IPアドレス]フィールド

外部 VLAN IDに関連付けられている名前。[外部インターフェイス VLAN ID]フィールド

内部インターフェイスを選択します。[内部インターフェイス]ドロップダウンリスト

Cisco UCS Director アプリケーションコンテナガイドリリース 5.2    
9

ロードバランシングの実装

階層型アプリケーションゲートウェイポリシーの作成



ステップ 8 [アプリケーションコンテナゲートウェイポリシー]画面で、Cisco ASAvの選択に関する次のフィールド
を入力します（該当する場合）。

表 8：

説明名前

デバイスを選択します。[ASAv OVF]ドロップダウンリスト

コンテキストに適用する外部インターフェイスの名

前。

[ASAvポリシー]ドロップダウンリスト

外部インターフェイスを選択します。[外部インターフェイス]ドロップダウンリスト

内部インターフェイスを選択します。[内部インターフェイス]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [次へ]をクリックします。

ステップ 10 [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の作成

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。

（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。
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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

コンテナの導入ポリシーを選択します。

ロードバランシングをサポートするポリシーを選択します

（以降のウィザード画面には、該当するロードバランシン

グ情報が入力されます）。

（注）

[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。 [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 7 [(+)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。 [ネットワークにエントリの追加]ダイア
ログボックスが表示されます。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

チェックマークをオンにすると、アプリケーションコンテ

ナが、Digital Fabric Automationネットワークで使用できる
ようになります。

[ダイナミックファブリックネットワーク]
チェックボックス

ネットワークの名前。名前はそのコンテナ内で一意にする

必要があります。

[ネットワーク名]フィールド

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

コンテナのネットワーク IPアドレス。[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。[ネットワークマスク]

フィールド
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説明名前

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

フィールド

ステップ 8 [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。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [追加(+)]アイコンをクリックして VMを追加します。 [仮想マシンにエントリの追加]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

ネットワークマスクを選択します。[仮想CPUの数]ドロップダウン
リスト

ネットワーク内のデフォルトゲートウェイの IPアドレスを選択しま
す。

[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

VMネットワークインターフェイス情報を選択します。別のネット
ワークインターフェイスを追加している場合は、ステップ 9に移動し
ます。

[VMネットワークインターフェ
イス]フィールド
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説明名前

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を指定しま

す。

[最大量]フィールド

コンテナの作成時にプロビジョニングする VMインスタンス数を指定
します。

[初期数量]フィールド

ステップ 11 [次へ]をクリックします。

ステップ 12 （任意） [追加(+)]アイコンをクリックして新しい（複数の）VMネットワークインターフェイスを追加
します。次のフィールドに値を入力します。

説明名前

VMネットワークインターフェイスの名前。[VMネットワークインターフェ
イス名]フィールド

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

ネットワークの IPアドレス。[IPアドレス]フィールド

ステップ 13 [アプリケーションコンテナテンプレート：F5アプリケーションサービス]画面で、次のフィールドを入
力します。

説明名前

アプリケーションサービスの名前。[アプリケーションサービス名]
フィールド

ネットワークを選択します。[テンプレート]フィールド

ネットワークの IPアドレス。[IPアドレス]フィールド

仮想サーバの IPアドレス。[仮想サーバ IP]フィールド

仮想サーバで使用されるポート。[仮想サーバポート]フィールド

FQDN仮想サーバの名前。
各 FQDN名はカンマで区切りま
す。

（注）

[仮想サーバの FQDN名]フィー
ルド
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説明名前

ノードのリストからノードを選択して、[送信]をクリックします。仮
想サーバに関連付けるノードが [ノードリスト]に表示されない場合：

• [+]をクリックして追加します。 [ノードリストへのエントリの追
加]ダイアログボックスが表示されます。

•ノード IPアドレス、ポート、接続制限を指定してから、[送信]を
クリックします。

ノードリスト

ステップ 14 [次へ]をクリックします。

ステップ 15 [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

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
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説明名前

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 16 [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。

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

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

ステップ 17 [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。

説明名前

アプリケーションコンテナを設定するためのワークフローを選択しま

す。

[コンテナ設定ワークフロー]ド
ロップダウンリスト
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ステップ 18 [次へ]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、[サマリー]画面を確認
します。

ロードバランシング基準サマリーエントリが含まれていることを確認しま

す。

（注）

ステップ 19 [送信]をクリックします。

テンプレートを使用した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他の

アプリケーションコンテナを作成することができます。 VSG環境で使用するテンプレートを作
成する場合は、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。

アプリケーションコンテナは、独自のネットワークに固有の VLANを使用する必要がありま
す。（VMware）vCenter上に他のポートグループが存在することはできません。

（注）

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 [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 テンプレートを選択します。

ステップ 4 [コンテナの作成]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]ダイアログボックスで、次のフィールドを入力します。

説明名前

コンテナの名前。この名前は一意である必要があります。[コンテナ名]ドロップダウンリ
スト

コンテナのラベル。[コンテナラベル]フィールド

ユーザグループを選択します。[グループ]ドロップダウンリス
ト

テナントを選択します。[テナント]ドロップダウンリス
ト

ステップ 6 [送信]をクリックします。 [送信結果]ダイアログボックスが表示されます。
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必ず、[送信結果]プロンプトに表示されるサービス要求をメモしておいてくださ
い。

（注）

ステップ 7 [OK]をクリックします。
コンテナ作成の進捗状況を確認するには、サービス要求の詳細を表示しま

す。

（注）

ステップ 8 [アプリケーションコンテナ]タブをクリックします。
新しいコンテナが [アプリケーションコンテナ]ペインに表示されます。

サービス要求の開始

ロードバランシングがサポートされるのは、フェンスド仮想コンテナのみです。（注）

ステップ 1 メニューバーで、[組織] > [サービス要求]を選択します。

ステップ 2 [拡張フィルタ]ボタン（インターフェイスの右端）をクリックします。

ステップ 3 [検索]ドロップダウンリストから、[要求タイプ]を選択します。

ステップ 4 [テスト]フィールドに、[拡張]を入力します。

ステップ 5 [検索]をクリックします。

ステップ 6 [フェンスドコンテナのセットアップ]ワークフローをクリックします。

Citrix Netscaler ロードバランシングについて
Cisco UCS Directorでは、Citrix Netscalerロードバランサを使用するアプリケーションコンテナを
作成できます。ここの例では、ASAvゲートウェイを使用します。全体的なプロセスは次のとお
りです。

•階層型アプリケーションゲートウェイポリシーの作成（ゲートウェイタイプとして ASAv
を定義）

•仮想インフラストラクチャポリシー（上記のゲートウェイポリシーを参照する）の作成

•仮想ンフラストラクチャポリシー（上記で作成したポリシーを参照する）を使用してアプリ
ケーションコンテナテンプレートを作成

•テンプレートからアプリケーションコンテナを作成
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アプリケーションコンテナを作成した後は、別のゲートウェイとロードバランサを使用するよう

にコンテナの設定を変更することもできます。
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