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はじめに
対象読者と目的
本書は、インストール後の設定全般を行うシステム管理者と、その後の運用・保守を行うシ
ステム管理者を対象読者とし、 インストール後の設定から運用に関する操作手順を実際の
流れに則して説明します。また、保守の方法や操作についても説明します。

本書の読み方
本書では、広域管理サーバ、管理サーバの各機能はインストール済みの前提で説明します。
インストール先フォルダをそれぞれ以下として説明します。インストール先フォルダのパ
スは環境に合わせて読み替えてください。
• 広域管理サーバ
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM
• 管理サーバ
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\MoM

本書の表記規則
本書では、注意すべき事項、および関連情報を以下のように表記します。

注
機能、操作、設定に関する注意事項、警告事項および補足事項です。

ヒント
追加情報または参照先の情報の場所を表します。

表記一覧
本書では以下の表記方法を使用します。
表記

使用方法

例

[ ]角かっこ

画面に表示される項目 (テキストボックス
チェックボックス タブなど) の前後

[マシン名]テキストボックスに
マシン名を入力します
[すべて]チェックボックス

『 』かぎかっこ

画面名 (ダイアログボックス ウィンドウな
ど)、マニュアル名の前後

コマンドライン中 かっこ内の値の指定が省略可能であるこ
の[ ]角かっこ
とを示します

iii

『設定』ウィンドウ
『インストレーションガイド』
add [/a] Gr1

表記

使用方法

例

モノスペースフォ コマンドライン システムからの出力 (メッ
ント
セージ プロンプトなど)

以下のコマンドを実行してくだ
さい

(courier new)

replace Gr1

モノスペースフォ ユーザが有効な値に置き換えて入力する
ント斜体
項目

add GroupName

(courier new)
< > 山かっこ

値の中にスペースが含まれる場合は "
" (二重引用符) で値を囲んでください

iv

InstallPath=
Path"

<インストール DVD>

"Install
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第1編
Network Automation の環境を構築する(企
業ネットワーク環境)
このセクションでは、Network Automation による企業ネットワーク環境を構築するために必
要な作業について説明します。

目次
第 1 章 Network Automation のシステムライフサイクル .............................................................2
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第 3 章 NetvisorPro V の設定.........................................................................................................11
第 4 章 WebSAM SystemManager G の設定 ..................................................................................18
第 5 章 監視の設定.........................................................................................................................24
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第1章
Network Automation のシステムライフサイクル
本章では、Network Automation における環境構築の概要を説明します。

目次
1.1 ライフサイクル...................................................................................................................3
1.2 Network Automation の構築 ................................................................................................3
1.3 Network Automation の運用 ................................................................................................4
1.4 Network Automation のメンテナンス ................................................................................4
1.5 Network Automation の環境構築における注意事項 .........................................................5
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1.1 ライフサイクル
Network Automation のシステムを稼動する一連の流れをシステムのライフサイクルと呼び、
設計、構築、運用、メンテナンスのフェーズがあり、その流れに沿って管理作業をおこない
ます。
Network Automation における、主な管理作業は以下の図のようになります。

1.2 Network Automation の構築
以下の流れに沿って Network Automation の構築を行います。
以下は、構築の基本設定の流れを説明した図です。番号は、章番号に対応しています。
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以下については、必要に応じて設定を行います。
• 「第 5 章 監視の設定（24 ページ）」

1.3 Network Automation の運用
Network Automation の運用では主に、ネットワークの作成／削除、ネットワーク装置の設置
／撤去といった 2 つのフェーズに分けて、基本的なシナリオに基づいて作業を行います。

1.3.1 ネットワークの作成／削除
ネットワークの作成時に発生する作業を行います。 ネットワークリソース等を対象ネット
ワーク用に割り当てます。 また、ネットワークの削除時に発生する作業を行います。
詳細は「第 12 章 ネットワークの作成と削除（122 ページ）」 で説明します。

1.3.2 ネットワーク装置の設置／撤去
ネットワーク装置の設置／撤去に伴い、装置や管理サーバの追加／削除を行います。
詳細は「第 13 章 管理サーバの追加と削除（128 ページ）」 で説明します。

1.4 Network Automation のメンテナンス
Network Automation のメンテナンスでは、システムのバックアップ・リストア、パッチの適
用、障害発生時の対応などを行います。
「第 16 章 障害対応・障害通知（151 ページ）」から 「第 19 章 ログの採取（165 ページ）」
で説明します。
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1.5 Network Automation の環境構築における注意事項
Network Automation の環境構築を始めるにあたり、事前に認識していただきたい注意事項に
ついて説明します。
1.

NetvisorPro V の監視設定は、プロビジョニング対象の NW 機器のみに限ります。

2.

Web 監視画面を使用する場合は、ブラウザや OS の設定が必要な場合が有ります。 設
定方法については、
「運用管理アプライアンスマニュアル」
（chm ヘルプ）の [操作を行
う前に]-[Web 監視画面の起動と終了]を参照してください。

3.

ワークフロー実行時、他の処理と重なるなどの要因により、下記の現象が発生する場
合があります。
• ワークフロー完了までの時間が通常より多くかかる
• タイムアウトによりワークフローが失敗する
これらの現象が発生した場合、要因を解消した後に再度ワークフローを実行してくだ
さい。

4.

多数のネットワーク装置などを管理すると、SQL Server のデータファイルが肥大化す
る現象が発生する場合があります。 下記の対応を行うことで、肥大化の抑止もしくは
解消を行うことができます。
下記コマンドで指定するデータベース名は、以下のデータベース設定ファイルで確認
できます。
<インストールフォルダ>\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

データベース名：DATABASE_NAME の値
• 肥大化を抑止する
定期的にインデックスおよびテーブルの再構成を行うことで肥大化を抑止するこ
とができます。 下記のコマンドを実行してください。(SQL Server に対する管理
者権限のあるユーザでログインし、実行してください。)
> osql /S localhost\FWCMDB /E /d < デ ー タ ベ ー ス 名 > /Q "alter
table__ResourcePoolSsc rebuild" /o rebuild_table.log
> osql /S localhost\FWCMDB /E /d <データベース名> /Q "alter index
all on __ResourcePoolSsc rebuild" /o rebuild_index.log

ログファイル(rebuild_table.log, rebuild_index.log)を確認し、エラーがなければ成功
しています。 エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実
行してください。
実行の目安：
実行間隔は、1 日 1 回程度を推奨します。(何回実行しても問題ありません) 1 回の
コマンド実行にかかる時間は、数秒程度です。(環境に依ります)
• 肥大化を解消する
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肥大化が発生した場合、データファイルとログファイルを圧縮することで、肥大
化を解消しファイルサイズを適正な状態にすることができます。 下記のコマン
ドを実行してください。(SQL Server に対する管理者権限のあるユーザでログイ
ンし、実行してください。)
> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "dbcc shrinkdatabase ('<データベー
ス名>')" /oshrinkdatabase.log

ログファイル(shrinkdatabase.log)を確認し、エラーがなければ成功しています。 エ
ラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してください。
実行の目安：
SQL Server のデータファイルを格納するディスクの使用率等に応じて実行してく
ださい。(何回実行しても問題ありません) 1 回のコマンド実行にかかる時間は、
数分程度かかる場合があります。(環境に依ります)
5.

Network Automation の WebAPI の SSL のデフォルトプロトコルは、SSLv3 から TLS へ
変更になります。
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第2章
企業ネットワークの構築
本章では、Network Automation で管理する企業ネットワークの初期構築作業として実施す
る、 ネットワーク機器の設定について説明します。

目次
2.1 企業ネットワークの構成 ...................................................................................................8
2.2 ネットワーク機器の設定 ...................................................................................................8
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2.1 企業ネットワークの構成
Network Automation が提供している機能を利用することで、ネットワーク構成にとらわれず
にネットワーク装置への設定が可能です。

2.2 ネットワーク機器の設定
2.2.1 各機器の管理用ネットワークの設定
各機器が Network Automation の管理サーバと通信するためのネットワークで利用する IP ア
ドレスを決定し、 その IP アドレスを各ネットワーク機器に設定します。 その後、以下に説
明する設定を行ってください。

2.2.2 ネットワーク機器のセットアップ
2.2.2.1 スイッチ/ルータ装置のセットアップ
Network Automation でスイッチ/ルータ装置を使用するために、対象装置に以下の設定を行っ
ておく必要があります。
対象装置に telnet または ssh でログインして実施します。
• 管理者パスワードの設定
• 管理アクセス用インタフェースの設定
• ライセンス投入
• 冗長化
• 管理用 SNMP の設定 (SNMPv1/v2c)
各種設定方法については、対象装置のマニュアルを参照してください。
なお、「ライセンス投入」と「冗長化」については、必要な装置に対してのみ実施します。

2.2.2.2 PFC および PFS のセットアップ
Network Automation で PFC、PFS を使用するために、対象装置に設定を行っておく必要があ
ります。
以下の手順に従い、セットアップします。
1.

PFC/PFS のセットアップ
『Network Automation ネットワーク機器セットアップガイド プログラマブルフロー版』
の以下の項目を参照して、PFC/PFS をセットアップします。
• [第 3 章 事前準備]-[3.1 UNC/PFC/PFS の設定]

8

第 2 章 企業ネットワークの構築

- [3.1.1 UNC/PFC/PFS のセットアップ]
- [3.1.2 SNMP の設定]-[3.1.2.1 SNMP の設定(PFC)]
- [3.1.2 SNMP の設定]-[3.1.2.2 SNMP の設定(PFS)]
- [3.1.3 WebAPI 機能の有効化]-[3.1.3.2 WebAPI 機能の有効化(PFC)]
- [3.1.4 NW オートメーション用の設定]-[3.1.4.1 NW オートメーション用の設
定(PFS)]
- [3.1.4 NW オートメーション用の設定]-[3.1.4.2 NW オートメーション用の設
定(PFC)]
- [3.1.4 NW オートメーション用の設定]-[3.1.4.4 MCLAG の設定]
- [3.1.4 NW オートメーション用の設定]-[3.1.4.5 OFS ドメイン、OFS サブドメ
インの設定]

注
[3.1.4 NW オートメーション用の設定]-[3.1.4.4 MCLAG の設定]の実施は必要に応じて行って
ください。

注
PFC にログインした際に表示されるプロンプト文字を、pfcshell コマンドの実行で表示され
るプロンプト文字に合わせる必要があります。
例)
PFC にログインした際に表示されるプロンプト文字が"$"で、pfcshell コマンド実行で表
示されるプロンプト文字が "#"であれば、PFC にログインした際のプロンプト文字を"#"
に変更してください。
PFC にログインした際のシェルが bash の場合は、環境設定ファイル(.bashrc)に以下に示
す設定を行ってください。

export PS1="[\u@\h \W]# "

本件の詳細については、以下を参照してください。
http://support.pf.nec.co.jp/View.aspx?id=3140101804

2.2.2.3 FortiGate、A10 Thunder のセットアップ
Network Automation で FortiGate、A10 Thunder を使用するために、対象装置に設定を行って
おく必要があります。
下記の手順に従ってセットアップを行います。
• 『Network Automation ネットワーク機器セットアップガイド ファイアウォール FortiGate
版』
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- [第 3 章 事前準備]-[3.1.1 FortiGate の初期設定]
• 『Network Automation ネットワーク機器セットアップガイド ロードバランサ AX シリー
ズ/Thunder シリーズ版』
- [第 3 章 事前準備]-[3.1.1 AX シリーズ/Thunder シリーズの初期設定]
- [第 3 章 事前準備]-[3.1.2 管理用 SNMP の設定]

2.2.2.4 SRX のセットアップ
Network Automation で SRX を使用するために、設定を行う対象となるポートには、事前に
Vlan Tagging 有効化する設定を行っておく必要があります。 SRX の設定画面からの設定手
順は以下となります。
1.

[Config]-[Interfaces]-[Ports]から 対象のポートを選択し、[Edit]を押下します。

2.

[Enable Vlan Tagging]にチェックを付けて、[OK]を押下します。

3.

[Commit]を実行します。
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第3章
NetvisorPro V の設定
本章では、NetvisorPro V の設定方法について説明します。

目次
3.1 スイッチ/ルータ装置を登録する ....................................................................................12
3.2 PFC および PFS の登録 ....................................................................................................15
3.3 FortiGate、A10 Thunder の登録........................................................................................17
3.4 SRX の設定........................................................................................................................17
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3.1 スイッチ/ルータ装置を登録する
監視対象のネットワーク装置を以下の手順で監視画面に登録します。

3.1.1 装置の登録
以下の手順で、監視画面上にネットワーク装置のマップアイコンを登録します。
ネットワーク装置を NetvisorPro V に登録するためには、 事前にネットワーク装置に対して
SNMP の設定をしておく必要があります。
1.

運用管理機能の監視端末を起動してログインします。
デ ス ク ト ッ プ ま た は ス タ ー ト メ ニ ュ ー に 作 成 さ れ た シ ョ ー ト カ ッ ト [WebSAM
SystemManager G Console]を実行し、ログイン名とパスワードを入力してログインしま
す。

2.

プルダウンメニューより[設定(S)]-[定義モード(C)]をクリックして、定義モードへ切り
替えます。

3.

ツリービューの[ネットワークビュー]-[マップ管理]ノード配下に「マップ」アイコン
を追加します。

4.

a.

[マップ管理]ノードの[マップビュー]を開き、右クリックメニューから[手動登
録]を選択し、「手動登録」ダイアログを表示する。

b.

[アイコンタイプ]欄の[参照]ボタンを押し、
「アイコンタイプ選択」ダイアログか
ら map グループに属するアイコンタイプを選択する。

c.

ノード名、ネットワークアドレス、ネットワークマスクの情報を入力し、[OK]
ボタンで登録を行います。

装置の自動発見を行います。
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a.

ツリービューの[マップ管理]ノードまたは上記で作成したマップアイコンの右
クリックメニューから [構成情報管理]-[自動発見]-[TCP/IP ホストの発見]を選択
し、「自動発見(TCP/IP ホスト)」ダイアログを表示します。

b.

[動作設定(D)]ボタンを押すと「自動発見の動作設定」ダイアログが開きます。

c.

プロトコル設定から「ICMP」のチェックボックスを外して、[OK]ボタンをおし
ます。
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d.

[発見対象マップ]欄から自動発見を行うマップを選択し[アドレス指定]ボタンを
押すと「アドレス指定」ダイアログが開きます。

e.

[範囲指定]を選択し、登録したいネットワーク機器のアドレス範囲を指定し、
[OK]ボタンを押します。

f. 「自動発見（TCP/IP ホスト）」ダイアログで、[開始]ボタンを押し自動発見を開始
します。
g.

自動発見完了後、[閉じる]ボタンで画面を閉じ、
「マップ管理」ノード配下のマッ
プビュー上に、 自動発見した装置とネットワークがアイコンとして登録されて
いることを確認します。

h.

装置アイコンまたはマップアイコンの右クリックメニュー[構成情報管理]-[監視
モード]で[ON]を選択します。

3.1.2 ログイン設定
NetvisorPro V は、装置に対し telnet または SSH を使用してログインして、制御します。 そ
のため、装置にログインするためのログイン情報を装置単位に設定する必要があります。

3.1.3 監視設定
ネットワーク装置の登録が完了したら、次に、装置の状態を監視する設定(死活監視)を行い
ます。
1.

運用管理機能の監視端末を起動してログインします。
デ ス ク ト ッ プ ま た は ス タ ー ト メ ニ ュ ー に 作 成 さ れ た シ ョ ー ト カ ッ ト [WebSAM
SystemManager G Console]を実行し、ログイン名とパスワードを入力してログインしま
す。

2.

プルダウンメニューより[設定(S)]-[定義モード(C)]をクリックして、定義モードへ切り
替えます。

3.

状態監視を設定します。
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a.

[マップ管理]ノードの右クリックメニューの[障害管理]-[状態監視ルールの設定]
を選択します。

b. 「状態監視ルールの設定」ウィンドウの左ペインに各種状態監視ルールが表示さ
れるので、 [updown:アップダウンチェック]を選択し、右ペイン上に表示される
ルールを選択して実行ボタンを押します。

注
NetvisorPro V の監視設定は、プロビジョニング対象の NW 機器のみに限ります。

状態監視ルールの詳細については 『NetvisorPro V ユーザーズマニュアル』の 『7.1. 状態監
視ルール』を参照してください。

3.2 PFC および PFS の登録
以下の手順に従い、Network Automation で PFC を使用するための設定を行います。
1.

NetvisorPro V への機器登録
『Network Automation ネットワーク機器セットアップガイド プログラマブルフロー版』
の以下の項目を参照して、PFC を設定対象として登録します。
• [第 3 章 事前準備]-[3.2 NetvisorPro V への機器登録]-[3.2.2 UNC を使用しない場
合]-[3.2.2.1 機器の登録]

2.

ログイン設定
『WebSAM NetvisorPro V 7.0 ユーザーズマニュアル』の以下の項目を参照して、PFC に
telnet/ssh を使用してログインするための認証情報の設定および認証情報のテストを実
施します。
ログインには SSH の使用を推奨します。
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• [第 4 章 機能リファレンス (環境設定)]-[4.3 ログイン情報を登録する]
3.

WebAPI の設定
『Network Automation ネットワーク機器セットアップガイド プログラマブルフロー版』
の以下の項目を参照して、PFC の WebAPI の設定を行います。
• [第 3 章 事前準備]-[3.2 NetvisorPro V への機器登録]-[3.2.2 UNC を使用しない場
合]-[3.2.2.2 PFC WebAPI の設定]

注
設定した WebAPI の認証情報が正しいことを確認します。
a. コマンドプロンプトの起動
管理サーバ上でコマンドプロンプトを管理者として起動します。
b. デバイススクリプトファイルの作成
コマンドプロンプト上で任意の場所に移動し、以下のコマンドを実行します。

echo [Request]> pfc_script.txt
echo Method=GET>> pfc_script.txt
echo URI=/pfc_webapi_version.json>> pfc_script.txt
echo;>> pfc_script.txt
echo [Header]>> pfc_script.txt
echo Accept: application/json>> pfc_script.txt
echo User-Agent: NWA/3.0 (customized for ISC)>> pfc_script.txt
echo Host: PFC>> pfc_script.txt
echo Authorization: Basic {AUTH_DATA}>> pfc_script.txt
echo;>> pfc_script.txt
echo [Body]>> pfc_script.txt
echo;>> pfc_script.txt
echo [Timeout]>> pfc_script.txt
echo timeout=300>> pfc_script.txt
echo;>> pfc_script.txt
echo [Response]>> pfc_script.txt
echo Success=200>> pfc_script.txt
echo;>> pfc_script.txt
echo [Return]>> pfc_script.txt

c. コマンドの実行
コマンドプロンプト上で、以下に示すコマンドを実行します。

> cd <InstallPath>\Manager\bin\NWAutomation
> nwa_controller.bat -run -target pfc -unit <PFCName> -sfile <FilePath>
-authvar AUTH_DATA

<InstallPath>のデフォルトは、"C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW"です。
<PFCName>には、NetvisorPro V に登録した PFC 名を指定します。
<FilePath>には、
「デバイススクリプトファイルの作成（16 ページ）」で作成したファイ
ルパスを指定します。
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コマンド実行結果として、コマンドプロンプト上に以下のメッセージが表示されれば正しく
認証情報が設定されています。

PFC Command executed. result code = 0

認証情報が間違っていた場合、以下のメッセージが表示されるため、正しい認証情報を確認
した上で、再度設定および確認を実施してください。

PFC Command executed. result code = -1
Command Result:
Error: Http Response Code [401] does not find in section [Response].
Error : PFC command exit with return code = -1

3.3 FortiGate、A10 Thunder の登録
下記の手順に従ってセットアップを行います。
• 『Network Automation ネットワーク機器セットアップガイド ファイアウォール FortiGate
版』
- [第 3 章 事前準備]-[3.2 NetvisorPro V への機器登録]
• 『Network Automation ネットワーク機器セットアップガイド ロードバランサ AX シリー
ズ/Thunder シリーズ版』
- [第 3 章 事前準備]-[3.2 NetvisorPro V への機器登録]

3.4 SRX の設定
SRX を使用する場合、
「3.1 スイッチ/ルータ装置を登録する（12 ページ）」から 「3.1.3 監
視設定（14 ページ）」の設定に加え、 下記を確認して設定を行ってください。
• アイコンタイプを FireWall に変更してください。また、OS タイプに OtherSwitch を設定
してください。
• ログイン設定では、 super-user 権限を持つ作成したユーザを登録してください。root は
使用しないでください。
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第4章
WebSAM SystemManager G の設定
本章では、WebSAM SystemManager G の設定方法について説明します。

目次
4.1 ワークフローを設定する .................................................................................................19
4.2 NW オートメーション機能の環境設定を行う ..............................................................20
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4.1 ワークフローを設定する
運用の自動化を行うために、ワークフローを設定する事が出来ます。
ワークフローは、SystemManager G のシナリオ制御機能を利用します。 シナリオ制御機能に
おいて、ワークフローを作成する具体的な方法は、 『WebSAM SystemManager G マニュア
ル』の『シナリオ制御を使用する』をご確認ください。
ここでは、SystemManager G で作成したシナリオ制御をサービスガバナーから 利用するため
のワークフロー ID の確認方法と、用意されているテンプレートを利用する方法を説明しま
す。

4.1.1 ワークフロー ID を確認する
サービスガバナーに設定するワークフロー ID を確認するためには、SystemManager G の画
面で、以下の作業を行ってください。
1.

[シナリオ制御ビュー]から該当するシナリオを選択

2.

[プロパティビュー]タブを選択

3.

[プロパティビュー]内の[シナリオ ID]の値を確認

ここで確認した ID を、サービスガバナーのワークフロー実行 API において指定します。
API の使用方法については、『Network Automation API リファレンス』を参照してください。

4.1.2 ワークフローテンプレートを利用する
ネットワーク装置への設定を自動化するためのワークフローテンプレートを用意していま
す。 これらの利用方法について説明します。
Network Automation には以下のワークフローテンプレートが同梱されています。
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内容

シナリオ名

シナリオ ID

装置からのコンフィグ取得

GetConfiguration

50020001

アクセスリスト設定

SettingAccessList

50020002

FlowFilter 設定

SettingFlowFilter

50020003

FlowList 設定

SettingFlowList

50020004

インタフェース設定

SettingInterface

50020005

LinkAggrigation 設定

SettingLAG

50020006

NAT 設定

SettingNATForFW

50020007

FW ポリシー設定

SettingPolicyForFW

50020008

LB ポリシー設定

SettingPolicyForLB

50020009

ポート設定

SettingPort

50020010

Real-network 設定

SettingRealNetwork

50020011

ルーティング設定

SettingStaticRoute

50020012

storm 設定

SettingStorm

50020013

vBridge 設定

SettingVBridge

50020014

仮想 FW 設定

SettingVirtualFW

50020015

仮想 LB 設定

SettingVirtualLB

50020016

VRF 設定

SettingVRF

50020017

vRouter 設定

SettingVRouter

50020018

VRRP 設定

SettingVRRP

50020019

ゾーン設定

SettingZone

50020020

これらのワークフローテンプレートの詳細については、『Network Automation ワークフロー
テンプレートリファレンス』を参照してください。
なお、ワークフローテンプレートをカスタマイズする際には、いったんエクスポートし、そ
の後インポートして別シナリオを作成して利用することを推奨します。 インストール時に
設定されるシナリオを直接カスタマイズして利用すると、バージョンアップ時に手動の操作
が必要となる場合があります。
インポート・エクスポートの具体的な方法は、『WebSAM SystemManager G マニュアル』の
「シナリオ制御を使用する」-「シナリオを定義する」-「シナリオを作成・保存する」-「シ
ナリオ定義をエクスポートする」および 「シナリオ制御をインポートする」をご確認くだ
さい。

4.2 NW オートメーション機能の環境設定を行う
4.2.1 NW オートメーション機能とは
Network Automation は、ネットワーク機器制御のワークフローを実行することで、 スイッチ
やルータなどの物理ネットワーク機器や、 仮想ファイアウォールや仮想ロードバランサな
どの仮想ネットワーク機器などのプロビジョニングを行います。
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NW オートメーション機能とは、ネットワーク機器制御のワークフローにおいて、機種別テ
ンプレートファイルから、設定用スクリプトを生成して、NetvisorPro V にネットワーク機器
設定を指示する機能です。

4.2.2 機種別テンプレートファイルの一覧
機種別テンプレートファイルは Network Automation インストール時に、広域管理サーバと管
理サーバの下記フォルダに配置されます。
格納場所

ファイル種別

機種別テンプレートファ <共有フォルダ>\sg\NWAutomation\
イル

ネットワーク機器制御のワークフローで利用される機種別テンプレートファイルは以下の
通りです。
説明

ファイル名
GetConfig_CiscoDevice_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(Cisco スイッチ用)

GetConfig_IX_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(IX 用)

GetConfig_PF6800_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(PFC,スイッチコン
トローラ用)

GetConfiguration_FortiGate_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(FortiGate 用)

GetConfiguration_IP8800-S3000_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(IP8800 用)

GetConfiguration_PF5248_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(PF5248 シリーズ
用)

GetConfiguration_PF5459_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(PF5459 シリーズ
用)
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ファイル名

説明

GetConfiguration_PF6800_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(PFC 用)

GetConfiguration_QXS5351_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(QXS5351 用)

GetConfiguration_QXS5948_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(QXS5948 用)

GetConfiguration_SRX_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(SRX 用)

GetConfiguration_Thunder_General.ftl

コンフィグ取得用テンプレート(A10 Thunder 用)

SettingAccessList_IP8800-S3000_General.ftl

アクセスリスト設定用テンプレート(IP8800 用)

SettingFlowFilter_PF6800_General.ftl

FlowFilter 設定用テンプレート(PFC 用)

SettingFlowList_PF6800_General.ftl

FlowList 設定用テンプレート(PFC 用)

SettingInterface_FortiGate_General.ftl

インタフェース設定用テンプレート(FortiGate 用)

SettingInterface_IP8800-S3000_General.ftl

インタフェース設定用テンプレート(IP8800 用)

SettingInterface_QXS5351_General.ftl

インタフェース設定用テンプレート(QXS5351 用)

SettingInterface_QXS5948_General.ftl

インタフェース設定用テンプレート(QXS5948 用)

SettingInterface_SRX_General.ftl

インタフェース設定用テンプレート(SRX 用)

SettingInterface_Thunder_General.ftl

インタフェース設定用テンプレート(A10 Thunder
用)

SettingLAG_QXS5351_General.ftl

LinkAggrigation 設定用テンプレート(QXS5351 用)

SettingLAG_QXS5948_General.ftl

LinkAggrigation 設定用テンプレート(QXS5948 用)

SettingNATForFW_FortiGate_General.ftl

NAT 設定用テンプレート(FortiGate 用)

SettingNATForFW_SRX_General.ftl

NAT 設定用テンプレート(SRX 用)

SettingPolicyForFW_FortiGate_General.ftl

FW ポリシー設定用テンプレート(FortiGate 用)

SettingPolicyForFW_SRX_General.ftl

FW ポリシー設定用テンプレート(SRX 用)

SettingPolicyForLB_Thunder_General.ftl

LB ポリシー設定用テンプレート(A10 Thunder 用)

SettingPort_IP8800-S3000_General.ftl

ポート設定用テンプレート(IP8800 用)

SettingPort_PF5248_General.ftl

ポート設定用テンプレート(PF5248 シリーズ用)

SettingPort_PF5459_General.ftl

ポート設定用テンプレート(PF5459 シリーズ用)

SettingPort_QXS5351_General.ftl

ポート設定用テンプレート(QXS5351 用)

SettingPort_QXS5948_General.ftl

ポート設定用テンプレート(QXS5948 用)

SettingRealNetwork_PF6800_General.ftl

Real-network 設定用テンプレート(PFC 用)

SettingStaticRoute_FortiGate_General.ftl

ルーティング設定用テンプレート(FortiGate 用)

SettingStaticRoute_IP8800-S3000_General.ftl

ルーティング設定用テンプレート(IP8800 用)

SettingStaticRoute_PF5459_General.ftl

ルーティング設定用テンプレート(PF5459 シリーズ
用)

SettingStaticRoute_PF6800_General.ftl

ルーティング設定用テンプレート(PFC 用)

SettingStaticRoute_QXS5948_General.ftl

ルーティング設定用テンプレート(QXS5948 用)

SettingStaticRoute_SRX_General.ftl

ルーティング設定用テンプレート(SRX 用)

SettingStaticRoute_Thunder_General.ftl

ルーティング設定用テンプレート(A10 Thunder 用)

SettingStorm_PF5248_General.ftl

storm 設定用テンプレート(PF5248 シリーズ用)

SettingStorm_PF5459_General.ftl

storm 設定用テンプレート(PF5459 シリーズ用)

SettingStorm_QXS5351_General.ftl

storm 設定用テンプレート(QXS5351 用)
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ファイル名

説明

SettingStorm_QXS5948_General.ftl

storm 設定用テンプレート(QXS5948 用)

SettingVBridge_PF6800_General.ftl

vBridge 設定用テンプレート(PFC 用)

SettingVirtualFW_FortiGate_General.ftl

仮想 FW 設定用テンプレート(FortiGate 用)

SettingVirtualLB_Thunder_General.ftl

仮想 LB 設定用テンプレート(A10 Thunder 用)

SettingVRF_IP8800-S3000_General.ftl

VRF 設定用テンプレート(IP8800 用)

SettingVRouter_PF6800_General.ftl

vRouter 設定用テンプレート(PFC 用)

SettingVRRP_Thunder_General.ftl

VRRP 設定用テンプレート(A10 Thunder 用)

SettingZone_FortiGate_General.ftl

ゾーン設定用テンプレート(FortiGate 用)

SettingZone_SRX_General.ftl

ゾーン設定用テンプレート(SRX 用)
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第5章
監視の設定
本章では、Network Automation で企業ネットワークを監視するための設定について説明しま
す。

目次
5.1 Network Automation による監視の概要...........................................................................25
5.2 WebSAM SystemManager G の監視設定を行う ..............................................................25
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5.1 Network Automation による監視の概要
Network Automation の監視の対象と、監視方式の概要を下図に示します。

Network Automation の各監視方式の概要は次の通りです。
• 性能監視
性能分析のために、ネットワークの性能情報を Network Automation に集約します。
• 障害監視
ネ ッ ト ワ ー ク の 障 害 を Network Automation で 監 視 し 、 障 害 発 生 時 に は Network
Automation 運用者に障害の発生を通知します。

5.2 WebSAM SystemManager G の監視設定を行う
5.2.1 SystemManager G の監視設定を行う際の諸元について
SystemManager G の監視設定を行う際、諸元については以下を目安として、 監視項目・性能
情報収集項目を設定してください。 *1
1.

*1

発生するメッセージについて、Network Automation 管理サーバ全体で、1 分間あたり
4000 メッセージに収まるよう設計してください。

本項の記載は、4 コア CPU2.5GHz、メモリ 4GB の Windows マシンを管理サーバとして使用し、確認していま
す。 メッセージ数に関しては CPU とメモリ性能、性能情報データに関してはファイル I/O を向上すれば目安
値が上がる可能性はありますが、 正確な値は使用マシンで確認してください。
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なお、一時的に大量のメッセージが発生した場合、上限を超えたメッセージは削除さ
れる恐れがあります。 詳細は、
『WebSAM SystemManager G リリースメモ』の 『11.2.3
マネージャ上でのメッセージ管理キューサイズの変更について』を参照してくださ
い。 *2
2.

*2

SystemManager G のビジネスビューにおけるカテゴリとフィルタ定義は、カテゴリ数
は最大 200 程度、 フィルタ数はカテゴリ毎に平均で 100 個を目安に設計してくださ
い。

キューサイズを増加させると、1 つあたりメモリ約 80 バイト、ディスク空き容量約 3000 バイトを消費しま
す。
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第2編
Network Automation の環境を構築する
(データセンター環境)
このセクションでは、Network Automation によるデータセンターの運用管理の環境を構築す
るために必要な作業について説明します。

目次
第 6 章 Network Automation のシステムライフサイクル ...........................................................28
第 7 章 データセンターの構築 .....................................................................................................32
第 8 章 NetvisorPro V の設定.........................................................................................................36
第 9 章 DC リソースビューの設定...............................................................................................38
第 10 章 WebSAM SystemManager G の設定 ..............................................................................116
第 11 章 監視の設定.....................................................................................................................120
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第6章
Network Automation のシステムライフサイクル
本章では、Network Automation における環境構築の概要を説明します。

目次
6.1 ライフサイクル.................................................................................................................29
6.2 Network Automation の構築 ..............................................................................................29
6.3 Network Automation の運用 ..............................................................................................30
6.4 Network Automation のメンテナンス ..............................................................................30
6.5 Network Automation の環境構築における注意事項 .......................................................31
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6.1 ライフサイクル
Network Automation のシステムを稼動する一連の流れをシステムのライフサイクルと呼び、
設計、構築、運用、メンテナンスのフェーズがあり、その流れに沿って管理作業をおこない
ます。
Network Automation における、主な管理作業は以下の図のようになります。

6.2 Network Automation の構築
以下の流れに沿ってデータセンターの構築を行います。 データセンターの構築時には、
ネットワーク、各種リソースの登録、監視の設定などを行います。
以下は、構築の基本設定の流れを説明した図です。番号は、章番号に対応しています。
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以下については、必要に応じて設定を行います。
• 「第 11 章 監視の設定（120 ページ）」

6.3 Network Automation の運用
Network Automation の運用では主に、テナントの作成／解約、リソース拡張／縮小といった
2 つのフェーズに分けて、基本的なシナリオに基づいて作業を行います。

6.3.1 テナントの契約／解約
テナント契約や IaaS 販売者との販売契約の締結時に発生する作業を行います。 ネットワー
クリソース等をテナントに割り当てます。また、テナントや IaaS 販売者との契約解除時に
発生する作業を行います。
「第 14 章 テナント NW リソースの作成と削除（132 ページ）」 で説明します。

6.3.2 ネットワーク装置の設置／撤去
ネットワーク装置の設置／撤去に伴い、装置や管理サーバの追加／削除を行います。
「第 15 章 管理サーバの追加と削除（148 ページ）」 で説明します。

6.4 Network Automation のメンテナンス
Network Automation のメンテナンスでは、システムのバックアップ・リストア、パッチの適
用、障害発生時の対応などを行います。
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「第 16 章 障害対応・障害通知（151 ページ）」から 「第 19 章 ログの採取（165 ページ）」
で説明します。

6.5 Network Automation の環境構築における注意事項
下記の事項に加えて、
「1.5 Network Automation の環境構築における注意事項（5 ページ）」
も参照してください。
1.

システムで利用する L2 スイッチやルータ、FW に付いて、タグ VLAN をサポートした
装置が必要です。 また、装置によっては利用できる VLAN 数に制限がありますので、
事前に最低 1000 以上の VLAN を制御できる事を確認しておく必要があります。

2.

NW の削除系ワークフロー実行時、NW 機器への設定が失敗していてもワークフロー
の最後まで処理されます。 そのため Network Automation 運用者は、管理サーバ上の
NW 系ワークフローの実行結果を確認し、失敗していた場合は機器の設定を 適宜手動
で変更してください。

3.

テナント FW およびテナント LB をワークフローから削除する際は、接続先 VLAN と
して以下のいずれか一つ以上が機器と接続状態である必要があります。
業務 VLAN／パブリック VLAN／WAN サービス VLAN

4.

ワークフローが同時実行され、先行ワークフローに対し複数のワークフローが待ち合
わせをする場合、 先行ワークフロー終了後に呼び出される次のワークフローは、待ち
合わせを開始した順序には依存しません。 このため、厳密にワークフローの実行順序
が守られる必要がある場合、先のワークフローが正常終了したことを確認した上で、
後続のワークフローを実行する必要があります。

5.

ワークフローが同時実行され、先行ワークフローの完了を後続ワークフローが待ち合
わせる場合に、 後続ワークフローの完了時間が先行ワークフローの処理時間分遅くな
ることがあります。 ワークフロー実行の完了を待ち合わせるタイムアウト値を設け
る場合は、この処理時間を考慮した値を設定する必要があります。

6.

管理サーバの監視端末上のネットワークビュー配下の装置について、アイコンタイプ
が「UNC」のノードはインポート/エクスポートできません。 インポート先の環境で
改めて設定を行ってください。

7.

同一 UNC 装置で PF5200 シリーズと PF5340 を使用する構成はサポートしておりませ
ん。
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第7章
データセンターの構築
本章では、Network Automation で管理するデータセンターの初期構築作業として実施する、
ネットワーク機器の設定について説明します。

目次
7.1 ネットワーク構成例.........................................................................................................33
7.2 ネットワーク機器の設定 .................................................................................................35
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7.1 ネットワーク構成例
ネットワークは、下記の構成例を参考に構築してください。

注
Network Automation では仮想マシン(VM)のプロビジョニングには対応していませんが、 データセ
ンター向けネットワークモデルでは仮想マシン(VM)の想定配置を定めています。 以降、その想定
配置に従いネットワークモデルの説明を行っています。

7.1.1 パブリッククラウド
パブリッククラウドにおけるネットワーク構成例と、使用機器の一覧は以下の通りです。
1.

運用管理 LAN 用 L2 スイッチ

2.

テナント NW 用仮想スイッチ

3.

ハイパーバイザ管理用仮想スイッチ

4.

テナント NW 用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

5.

ハイパーバイザ管理用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

6.

テナント NW 用 L2 スイッチ

7.

ロードバランサ

8.

テナント FW 用装置, SSL-VPN 装置, バックエンド FW 用装置

9.

インターネットルータ
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7.1.2 プライベートクラウド
プライベートクラウドにおけるネットワーク構成例と、使用機器の一覧は以下の通りです。
1.

運用管理 LAN 用 L2 スイッチ

2.

テナント NW 用仮想スイッチ

3.

ハイパーバイザ管理用仮想スイッチ

4.

テナント NW 用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

5.

ハイパーバイザ管理用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

6.

テナント NW 用 L2 スイッチ

7.

ロードバランサ

8.

テナント FW 用装置, SSL-VPN 装置, バックエンド FW 用装置

9.

インターネットルータ

10. WAN サービスルータ

7.1.3 オンプレミスクラウド
オンプレミスクラウドにおけるネットワーク構成例と、使用機器の一覧は以下の通りです。
1.

運用管理 LAN 用 L2 スイッチ

2.

テナント NW 用仮想スイッチ

3.

ハイパーバイザ管理用仮想スイッチ
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4.

テナント NW 用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

5.

ハイパーバイザ管理用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

6.

テナント NW 用 L2 スイッチ

7.

ロードバランサ

8.

L3 スイッチ

7.2 ネットワーク機器の設定
1.

各機器が Network Automation の管理サーバと通信するためのネットワークで利用する
IP アドレスを決定し、その IP アドレスを各ネットワーク機器に設定します。 制御対
象の物理ネットワーク機器は冗長性を考慮し、スイッチの二重化等も考慮する必要が
あります。 なお、P-Flow ドメインを構成する場合は、PFC と PFS の設定とそれぞれ
の機器に管理用の IP アドレスを設定する必要があります。

2.

制御対象のネットワーク機器を接続します。

詳細は、各機器の『ネットワーク機器セットアップガイド』を参照ください。
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第8章
NetvisorPro V の設定
NetvisorPro V の設定を行います。

目次
8.1 装置を登録する.................................................................................................................37
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8.1 装置を登録する
監視対象のネットワーク装置を登録します。
「3.1 スイッチ/ルータ装置を登録する（12 ページ）」を参照してください。
装置の登録を行った後、アイコンタイプの確認を行ってください。
L2 スイッチの Catalyst のアイコンタイプが下記のアイコンタイプのいずれかになっていな
ければ、 アイコンタイプを下記のいずれかに変更します。
C2940-8TT/C2950-12/C2950-24/C2950G-24/C2950G-48/C2950T-24/C2960-24TC/ C2960-24TT/
C2960-48TC/C2960-48TT/C2960-8TC/C2960G-24TC/C2960G-48TC/ C2970G-24T/C2970G-24TS/
C3550-12G/C3550-12T/C3550-24/C3560-24PS/C3560-24TS/
C3560-8PC/C3750-24PS/
C3750-24TS/C3750G-12S/C3750G-16TD/C3750G-24T/C3750G-24TS/ C3750G-24TS1U/C4503/
C4506/C4507R/C4948/C4948-10GE/C6506_L2/C6509-E/C7204VXR
他の機種については、機種別のセットアップガイドを参考にアイコンタイプを適切なタイプ
に変更します。
また、UNC を利用する場合には WebAPI の設定も行う必要があります。 手順については
『ネットワーク機器セットアップガイド プログラマブルフロー版』を参照ください。
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第9章
DC リソースビューの設定
本章では、DC リソースビューの設定方法について説明します。

目次
9.1 注意事項 ............................................................................................................................39
9.2 DC リソースビュー ..........................................................................................................39
9.3 機器設定を設定する.........................................................................................................40
9.4 リソースグループを作成する .........................................................................................67
9.5 グローバル IP アドレスを設定する .............................................................................. 111
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9.1 注意事項
DC リソース管理を使用する場合は、以下の注意事項があります。
• 1 つのテナントに払い出し可能なテナント FW およびテナント LB の最大数量は、物理
機器数と同じにする必要があります。 テナントに払い出すテナント FW およびテナン
ト LB 数をサービス定義の中で決めて運用してください。
• [DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下に作成する共通グループは、複数作成で
きません。 共通グループを使用する際は、１つのみ作成してください。
• テナント NW 作成時、テナント管理 VLAN、事業者管理 VLAN は必ず作成されます。
• 「DC リソースビュー」配下を設定後、下記設定ファイルの認証方式の変更は行わないで
下さい。
<インストールフォルダ>¥Manager¥sg¥RpResource¥RpResourceMgr.ini
• テナント FW として利用する FW 装置に FortiGate を使用する場合、 装置仕様により、
FW 装 置名は 11 文字以内でなければなりません。 そのため、テナント FW 命名規則に
<Count>を使 用する場合には、 置換された後の FW 装置名の文字数が 11 文字以内に 収
まるように指定す る必要があります。
• 共通グループ作成時に選択しなかった VLAN は、共通グループ配下の管理グループ作
成時に選択できないため、 将来的に作成する可能性がある VLAN も含めて共通グルー
プを作成してください。
• 強制削除コマンド(nwa_devconfdelete.bat)は、以下のネットワーク機器をサポートしてお
ります。
- Network Coordinator UNIVERGE PF6800 Network Coordinator
- Fortinet FortiGate
- F5 BIG-IP
- A10 Thunder

9.2 DC リソースビュー
Network Automation はデータセンター内で利用される各種リソース（VLAN ID、IP アドレス
等）や、 制御対象とする機器の固有情報を「DC リソースビュー」で一元管理します。
広域管理サーバの運用管理機能の監視端末へログインし、 ツリービューの[DC リソース
ビュー]ノードから DC リソース管理機能の情報を参照・更新することができます。
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DC リソース管理機能で管理される情報は大きく以下の 4 種類になります。
• 機器設定
Network Automation が制御する物理ネットワーク機器の登録を行います。
• リソースグループ
リソースを管理グループとしてプール化し、管理します。管理グループからリソースの
使用状況や空き状況を確認できます。 概要は『ファーストステップガイド』の 『3.2.3
DC リソースグループの構成を検討する』を参照下さい。
• グローバル IP
グローバル IP アドレス(IPv4 / IPv6)の登録および使用状況を確認できます。

9.3 機器設定を設定する
Network Automation で制御する各種機器の情報を[DC リソースビュー]-[機器設定]配下に登
録します。
[機器設定]配下のノードは管理対象の機器の種類を表しており、Network Automation インス
トール後、 NWA ライセンスを登録した場合、以下の図のとおりのノードが表示されます。
NWA ライセンスを登録していない場合は、ソフトウェアリポジトリノードのみの表示とな
ります。

Network Automation が定義する機器の種類は以下の通りです。
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名称

説明

L2SW

事業者管理 VLAN, テナント管理 VLAN, 業務 VLAN,パブリック VLAN, WAN サー
ビス VLAN を収容するレイヤ 2 スイッチです。

PFC

OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)で利用する機器です。 異
なるブレード筐体を PFS（プログラマブルフロー・スイッチ）で接続することによ
り、 異なるポッドを L2 レベルで接続します。

PFS

OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)で利用する機器です。
PFC（プログラマブルフロー・コントローラ）が複数の PFS を集中制御します。

SSLVPN

SSL-VPN 装置は、テナント管理者が、インターネット経由でテナント Firewall や
VM にセキュアにアクセスするために、VPN 機能を提供します。 LDAP 連携、VLAN
対応、グループアクセス制御機能をサポートする機器を利用します。

テナント FW

テナントネットワーク内で利用する Firewall 機器です。 マルチテナント機能をサ
ポートするファイアウォール機器を利用します。 最大テナント数を考慮して機器
を選択します。

バックエンド FW

バックエンド Firewall は、事業者管理 VLAN と、運用管理サーバが接続されている
運用管理用 LAN を接続して、 異なるテナント間、運用管理用 LAN を分離するため
に、Firewall 機能を提供します。 バックエンド Firewall には、マルチテナント機能
は不要です。

ルータ

ルータは、インターネットとパブリック VLAN を接続します。（注：Network
Automation では、制御対象外です。）

ロードバランサ

テナントネットワーク内で利用するロードバランサです。 マルチテナント機能を
サポートするロードバランサ機器を利用します。 このとき、最大テナント数を考慮
して機器を選択します。

仮想 SW

業務 VLAN, 事業者管理 VLAN, テナント管理 VLAN を収容するハイバーバイザ上
の L2 スイッチです。（注：Network Automation では、制御対象外です。）

物理サーバ L2SW

仮想マシンではなく、物理サーバを払い出すために利用される物理サーバに接続さ
れる L2 スイッチです。 ポート VLAN が設定されます。
（注：Network Automation で
は、制御対象外です。）

物理サーバ機器

仮想マシンではなく、物理サーバを払い出すために利用される物理サーバです。
（注：Network Automation では、制御対象外です。）

ディスクボリュー
ム機器

仮想マシンではなく、物理サーバを払い出すために利用される物理サーバに接続さ
れるディスクボリューム機器です。（注：Network Automation では、制御対象外で
す。）

UNC

複数の PFC 管理下にある各ネットワークを一元的に管理し、各ネットワーク間の通
信を可能にする SDN(Software Defined Network)のためのプラットフォームです。

汎用デバイス

SDN を構成する装置のうち、PFC、PFS、L2SW、SSL-VPN、FW、LB 以外の装置で
す。
本書では、VXLAN-GW、InterSecVM/LB 、InterSecVM/SG 装置、NAT 装置が該当し
ます。
Network Automation の制御対象外の装置に対して、VLAN ID を払い出す際に登録し
ます。

9.3.1 事前設定
9.3.1.1 認証方式の切り替え
設定ファイルを編集することで、認証方式を指定します。 クラスタ構成の場合、両系の設
定ファイルの編集が必要です。
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修正対象ファイル： <インストールフォルダ>\Manager\sg\RpResource\RpResourceMgr.ini
セクション名
OperationType

キー名

説明

AuthType

認証方式を指定します。
0：認証なし（デフォルト値） 1：LDAP 認証
※0、1 以外が設定された場合は 1：LDAP 認証とし
て動作します。

設定例：
[OperationType]
AuthType=0

注
「9.3.2 機器設定の共通操作（43 ページ）」 以降の機器登録を行った後、本設定（認証方式）の変
更は行わないで下さい。

9.3.1.2 機器定義用インタフェースの ACL 設定
Network Automation では、プロビジョニングされた各仮想機器のアクセス制御対象を VLAN
種別単位で指定することができます。
アクセス制御対象は、プロビジョニング対象の機器ごとに用意されたアクセス制御定義ファ
イルに対象となるサービスを記述することで対応できます。
アクセス制御定義ファイルでは、対象とする VLAN 種別ごとに下表のパラメータで定義を
行います。
概要

パラメータ名
Tenant_ACL_Protocol

テナント管理 VLAN に対するアクセス制御

Business_ACL_Protocol

業務 VLAN に対するアクセス制御

Public_ACL_Protocol

パブリック VLAN に対するアクセス制御

WAN_ACL_Protocol

WAN サービス VLAN に対するアクセス制御

アクセス制御定義ファイルは以下のパスに格納されています。
<共有フォルダ>\sg\NWAutomation

各機器に対応するファイル名と既存設定の内容は以下の通りです。
• FortiGate
ファイル名: NWA_VIF_ACL_ FortiGate.ini
Tenant_ACL_Protocol="https ssh ping"
Business_ACL_Protocol="https ssh ping"
Public_ACL_Protocol="ping"
WAN_ACL_Protocol="ping"

• BIG-IP
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ファイル名: NWA_VIF_ACL_Big-IP.ini
Tenant_ACL_Protocol="add { tcp:ssh tcp:https }"
Business_ACL_Protocol="add { tcp:ssh tcp:https }"
Public_ACL_Protocol="none"
WAN_ACL_Protocol="none"

• AX, Thunder
ファイル名: NWA_VIF_ACL_A10.ini
Tenant_ACL_Protocol="telnet http https"
Business_ACL_Protocol="telnet http https"
Public_ACL_Protocol=""
WAN_ACL_Protocol=""

なお、アクセス制御定義ファイルの更新は運用中でも実行可能です。 運用中に更新を行っ
た場合には、更新後に実行されるプロビジョニングから適用されます。

9.3.2 機器設定の共通操作
テナント FW ノード、テナント LB ノード配下には「クラスタグループ」を作成することが
でき、装置がクラスタ構成の場合に登録します。
但し、クラスタ構成の装置に対し仮想 IP でアクセスできるタイプの場合、単独装置として
扱うよう、 NetvisorPro V に機器を登録する際に仮想 IP で登録し、DC リソース管理の機器
設定ではクラスタグループを作成せず登録します。
クラスタグループは、機器種別ノードの右クリックメニューから[クラスタグループの追加
(G)]を選択して作成します。
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登録したクラスタグループの種類（クラスタタイプ）によって、装置に対して行われる制御
が異なります。 各クラスタタイプの説明を下記の表に記載します。
クラスタタイプ

説明

Act-Stb

Active-Standby 構成のクラスタを構成する機器を登録するクラスタグループ。

Act-Act

Active-Active 構成のクラスタを構成する機器を登録するクラスタグループ。

装置の登録手順は、いずれの機器種別においても同様です。
クラスタグループか機器種別ノードを選択すると、画面右側のプロダクトビューに[装置一
覧]タブが表示されるので、選択します。
登録した装置の一覧を表示するペイン上で右クリックメニューの[機器の追加(A)]を選択す
ると、登録可能な装置の候補を表示する[装置設定」ダイアログが表示されます。 [装置設
定]ダイアログ上で、登録したい装置を選択して[OK]ボタンをクリックします。
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[装置一覧]タブから登録した装置を選択すると、プロダクトビュー下部に、選択した装置毎
の情報が複数のタブに分かれて表示されます。 タブの種類や数は装置種別によって異なり
ます。
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表示される情報は装置から取得したものだけでなく、事業者が個別に設定・変更するものも
含まれます。
設定内容を変更するには、表示画面をダブルクリックするか、右クリックメニューから編集
を行うメニューを選択します。（図は固有情報の設定値編集メニュー）

装置一覧タブから登録した装置の右クリックメニューより[機器の削除(D)]を選択すること
で各機器を削除することができます。 ただし、リソースグループで使用中の機器は、削除
できません。
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9.3.3 L2SW の登録
L2SW の情報を登録します。登録した L2SW について、装置毎の設定を行います。 機器種
別ノード[機器設定]-[L2SW]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置を選
択します。 [固有情報]タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情報を設定します。

図 9-1 [固有情報]タブ
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図 9-2 [インタフェース情報]タブ
タブ
固有情報

項目名

説明

最大アクティブ VLAN 数

登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
最大値を指定します。
1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト

ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。
NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス

オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。
%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ

オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

オプション

設定不要（未サポート）です。

インタ
ポート番号
フェース情
操作対象
報

装置のポート番号が表示されます。
該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名

該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名

コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。
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注
L2SW 機器を Network Automation に登録する前に、SNMP の設定、及び、 テナント通信に利用する
物理ポート全てをタグ VLAN 通信可能に設定する必要があります。 但し、プロビジョニング対象
物理サーバのテナント通信時に利用する NIC が接続された L2SW の物理ポートは、タグ VLAN 通
信可能にする設定を行う必要はありません。

9.3.4 プログラマブルフローコントローラ（PFC）の登録
プログラマブルフローコントローラ（PFC）の情報を登録します。 登録した PFC に対して
装置毎の設定を行います。 機器種別ノード[機器設定]-[PFC]をクリックし、右ペインの[装置
一覧]タブから設定する装置を選択します。 [固有情報]タブにおいて、下記情報を設定しま
す。[PFS 対応表]タブには、PFS に設定された値が表示されるので、正しく設定されている
か確認します。 設定値の変更はできません。
"Count" を含む項目については、「9.4.14 Count 系命名規則（105 ページ）」 を参照してくだ
さい。
項目名

タブ
固有情報

説明

オートメーション実行ソフト

ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。
NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス

オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。
%SYSTEM_FW_BINPATH%/wfRestCmd.exe

オートメーション実行パラメータ

オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

VTN 命名規則

テナント毎に作成される仮想ネットワーク(Virtual
Tenant Network, VTN)の命名規則を指定します。
例：VTN_<TenantID>
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タブ

項目名

説明

vBridge 命名規則

VLAN 毎に作成される仮想ブリッジ(vBridge)の命名
規則を指定します。
例：vBR_<Count:var_vBR>

vBridge 内 vIF 命名規則

※Trunk-Port 時のみ有効です。
例：vBRIF_<Count:var_vBRIF>

vExternal 命名規則

※Trunk-Port 時のみ有効です。
例：vEx_<VLANID>

vExternal 内 vIF 命名規則

※Trunk-Port 時のみ有効です。
例：vIF_vEx_<VLANID>

vLink 命名規則

※Trunk-Port 時のみ有効です。
例：vLink_<VLANID>

オプション

設定不要（未サポート）です。

PFS 対応表 PFS 名

プログラマブルフロー・スイッチ（PFS）に設定さ
れた PFS 名が表示されます。

DPID

プログラマブルフロー・スイッチ（PFS）に設定さ
れた datapath ID が表示されます。

サブドメイ OFS サブドメイン名
ン情報
OFS ドメイン名

Controller に属するサブドメイン名が表示されます。
Controller に属するドメイン名が表示されます。
Controller に属するサブドメイン名に設定された経
路制御方式が表示されます。

経路制御方式

9.3.5 プログラマブルフロースイッチ（PFS）の登録
プログラマブルフロースイッチ（PFS）の情報を登録します。 登録した PFS に対して装置毎
の設定を行います。 機器種別ノード[機器設定]-[PFS]をクリックし、右ペインの[装置一覧]
タブから設定する装置を選択します。 [固有情報]タブ、[インタフェース情報]タブ、[TrunkPort 対応表]タブにおいて、下記情報を設定します。
項目名

タブ
固有情報

説明

最大アクティブ VLAN 数

登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
最大値を指定します。
1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト

ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。
NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス

オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。
%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ

オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

オプション

設定不要（未サポート）です。

インタ
ポート番号
フェース情
報

装置のポート番号が表示されます。
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タブ

Trunk-Port
対応表

項目名

説明

操作対象

該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名

該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名

コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

Trunk-Port 名

該当 PFS に対して設定されているトランクポート
名を選択して一覧に追加します。

9.3.6 SSL-VPN 装置の登録
SSL-VPN 装置を登録します。登録した SSL-VPN 装置に対して装置毎の設定を行います。
登録時には仮想ノード名の設定が可能です。 同一装置上に複数の SSL-VPN を設定する場
合は、それぞれ別の仮想ノード名を指定してください。

図 9-3 SSL-VPN の機器登録画面

機器種別ノード[機器設定]-[SSLVPN]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する
装置を選択します。 [固有情報]タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情報を設定
します。
タブ
固有情報

項目名

説明

最大アクティブ VLAN 数

登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
最大値を指定します。
1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。
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タブ

項目名

説明

テナント数

登録した装置に設定可能な仮想インタフェースの
最大値を指定します。1～4094 が設定可能です。

オートメーション実行ソフト

ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。
NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス

オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。
%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ

オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

LDAP サーバ名*1

SSL-VPN 装置に設定した LDAP サーバ名を指定し
ます。
例：TestLDAP

LDAP 通信用ポート*1

LDAP サーバへの通信ポートを指定します。
例：SECUREMASTER の場合： 1636(LDAP 使用時)、
1389(STARTTLS 使用時)
ActiveDirectory の場合：389

LDAP 認証のログインに使用する属性 ログイン属性(CN)
(CN)*1
例：uid
LDAP 認証の検索開始位置(DN)*1

検索を開始する位置の識別名(DN)
例：ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP

LDAP 検索ユーザ識別名(DN)*1

ユーザを検索可能な管理者ユーザの識別名(DN)
例：cn=ldapAdministrator,c=JP

LDAP 検索ユーザパスワード*1

検索用ユーザ識別名のパスワード
例：adminpwd

CA 証明書名*1

LDAP 認証に使用する証明書名を指定します。証明
書は、予め機器に設定しておく必要があります。
例：CA_Cert_1

LDAP ルーティング用 NW アドレス*1 LDAP サーバにアクセスするためのルーティングア
ドレスを指定します。 LDAP サーバが運用管理
LAN 上に配置されている場合は、運用管理 LAN の
ネットワークアドレスを指定します。
例：192.168.20.0/22
SSL-VPN 名

SSL-VPN 装置として FortiGate を利用する場合は、
VDOM 名を指定します。機器登録時、「仮想ノード
名」に入力した値が初期表示されます。
例：root

SSL-VPN アクセス用 IP アドレス

外部から SSL-VPN でアクセスするための IP アド
レスです。

オプション

設定不要（未サポート）です。

インタ
ポート番号
フェース情
操作対象
報

装置のポート番号が表示されます。
該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名

該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。
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タブ

項目名

説明

コマンドインタフェース名

コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

*1 「9.3.1.1 認証方式の切り替え（41 ページ）」 において、認証方式を「0:認証なし」とし
た場合、設定不要となります。

9.3.7 テナント FW の登録
テナント FW として利用するファイアウォール装置の情報を登録します。 登録したファイ
アウォール装置に対して装置毎の設定を行います。 機器種別ノード[機器設定]-[テナント
FW]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置を選択します。 [固有情報]
タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情報を設定します。
"Count" を含む項目については、「9.4.14 Count 系命名規則（105 ページ）」 を参照してくだ
さい。
タブ
固有情報

項目名

説明

最大 VLAN 数

登録した装置に設定可能な VLAN 数の最大値を指
定します。
1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト

ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。
NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス

オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。
%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ

オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

テナント FW 命名規則

テナント毎に払い出される FW 装置の命名規則を
指定します。*1
例：TFW<Count>

最大テナント FW 数

ライセンスに応じた VDOM 数を指定します。1～
4094 が設定可能です。

LDAP サーバ IP アドレス*2

運用管理 LAN 上の LDAP サーバの IP アドレスを
指定します。
例：192.168.20.71

LDAP 通信用ポート*2

LDAP サーバへの通信ポートを指定します。
例：SECUREMASTER の場合：1389(STARTTLS 使
用時)
ActiveDirectory の場合：389

LDAP 認証のログインに使用する属性 ログイン属性(CN)
(CN)*2
例：uid
LDAP 認証の検索開始位置(DN)*2

検索を開始する位置の識別名(DN)
例：ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP
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タブ

項目名
LDAP

説明

検索ユーザ識別名(DN)*2

ユーザを検索可能な管理者ユーザの識別名(DN)
例：cn=ldapAdministrator,c=JP

LDAP 検索ユーザパスワード*2

検索用ユーザ識別名のパスワード
例：adminpwd

CA 証明書名*2

LDAP 認証に使用する証明書名を指定します。証明
書は、予め機器に設定しておく必要があります。
例： CA_Cert_1

LDAP ルーティング用 NW アドレス*2 LDAP サーバにアクセスするためのルーティングア
ドレスを指定します。
LDAP サーバが運用管理 LAN 上に配置されている
場合は、運用管理 LAN のネットワークアドレスを
指定します。
例：192.168.20.0/22
オプション

設定不要（未サポート）です。

インタ
ポート番号
フェース情
操作対象
報

装置のポート番号が表示されます。
該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」
「いいえ」で選択します。

インタフェース名

該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名

コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

*1 テナント FW として利用する FW 装置に FortiGate を使用する場合、装置仕様により、FW
装置名は 11 文字以内でなければなりません。 そのため、テナント FW 命名規則に<Count>
を使用する場合には、置換された後の FW 装置名の文字数が 11 文字以内に 収まるように指
定する必要があります。
*2 「9.3.1.1 認証方式の切り替え（41 ページ）」 において、認証方式を「0:認証なし」とし
た場合、設定不要となります。

9.3.8 バックエンド FW の登録
バックエンド FW として利用するファイアウォール装置の情報を登録します。 登録時には
仮想ノード名の設定が可能です。 同一装置上に複数のバックエンド FW を設定する場合
は、それぞれ別の仮想ノード名を指定してください。
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図 9-4 バックエンド FW の機器登録画面

登録したファイアウォール装置に対して装置毎の設定を行います。 機器種別ノード[機器設
定]-[バックエンド FW]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置を選択し
ます。 [固有情報]タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情報を設定します。
項目名

タブ
固有情報

説明

最大アクティブ VLAN 数

登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
最大値を指定します。
1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

テナント数

登録した装置に設定可能な仮想インタフェースの
最大値を指定します。1～4094 が設定可能です。

オートメーション実行ソフト

ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。
NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス

オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。
%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ

オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

バックエンド FW 名

Firewall 機器に設定した VDOM 名を指定します。
機器登録時、「仮想ノード名」に入力した値が初期
表示されます。
例：backend
※VDOM 名に"<",">"等の記号を使用することはで
きません。

運用管理 VLAN 通信ポート

バックエンド FW が、運用管理 LAN に接続すると
きに使用するポート名を指定します。
例：port4
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タブ

項目名

説明

運用管理 VLAN 仮想 IF 名

Firewall 機器に設定した運用管理 LAN のサブネッ
ト名称を指定します。
例：backupend

運用管理 VLAN 側 IF IP アドレス

運用管理 LAN 上のバックエンド FW の IP アドレ
スを指定します。
例：192.168.20.91

オプション

設定不要（未サポート）です。

インタ
ポート番号
フェース情
操作対象
報

装置のポート番号が表示されます。
該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名

該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名

コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

9.3.9 LB の登録
LB 装置を登録します。登録したロードバランサ装置に対して装置毎の設定を行います。
機器種別ノード[機器設定]-[ロードバランサ]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから
設定する装置を選択します。 [固有情報]タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情
報を設定します。
"Count" を含む項目については、「9.4.14 Count 系命名規則（105 ページ）」 を参照してくだ
さい。
項目名

タブ
固有情報

説明

最大 VLAN 数

登録した装置に設定可能な VLAN 数の最大値を指
定します。
1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト

ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。
NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス

オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。
%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ

オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

テナント LB 命名規則

テナント LB の命名規則*1 です。
例：<TenantID><Count:var_TLB>

LDAP サーバ名/IP アドレス*2

運用管理 LAN 上の LDAP サーバの IP アドレスを
指定します。
例：192.168.20.71

LDAP 通信用ポート*2

LDAP サーバへの通信用ポートを指定します。
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タブ

項目名

説明
例：SECUREMASTER 利用時：1389
例：ActiveDirectory 利用時：389

LDAP 認証のログインに使用する属性 選択した機器が BIG－IP の場合、ログイン属性を指
*2
定します。
例： SECUREMASTER 利用時：eidmSpareString41
例： ActiveDirectory 利用時：memberOf=CN
LDAP 認証の検索開始位置(DN)*2

選択した機器が BIG－IP の場合、検索を開始する位
置の識別名(DN)を指定します。
例： SECUREMASTER 利用時：空白
例： ActiveDirectory 利用時：認証サーバの構成に合
わせて設定
OU=user,OU=tenant0,DC=edseidm,DC=JP

LDAP 認証のログインに使用する属性 選択した機器が BIG－IP 以外の場合、ログイン属性
(CN)を指定します。
(CN)*2
例：uid
LDAP 認証のログインユーザ識別名
(DN)*2

選択した機器が BIG－IP 以外の場合、ユーザを検索
可能な管理者ユーザの識別名(DN)を指定します。
例：cn=ldapAdministrator,c=JP

最大テナント LB 数

ライセンスに応じ LB 数を設定します。

冗長構成時優先度

冗長構成時のみ有効です。
VRRP で冗長化したときの Priority を設定します(1
～255)。大きいほうが高優先です。

オプション

設定不要（未サポート）です。

インタ
ポート番号
フェース情
操作対象
報

装置のポート番号が表示されます。
該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名

該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名

コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

*1 A10 Thunder を利用する場合は、必ず<TenantID>に変更してください。
*2 「9.3.1.1 認証方式の切り替え（41 ページ）」 において、認証方式を「0:認証なし」とし
た場合、設定不要となります。

9.3.10 UNC の登録
UNC の情報を登録します。 機器種別ノード[機器設定]-[UNC]をクリックした時に表示され
る「装置一覧」タブで、右クリックメニューを選択すると「装置設定」ダイアログが表示さ
れます。 ダイアログに装置一覧が表示されるので、装置を選択し登録します。 登録された
UNC 装置は[装置一覧]タブに表示されます。
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登録した UNC に対して装置毎の設定を行います。 [固有情報]タブと[Controller 対応表]タブ
と[LogicalPort 一覧]タブと[Boundary 一覧]タブにおいて、 下記情報を設定します(LogicalPort
および Boundary の追加/削除方法は後述します)。
"Count" を含む項目については、「9.4.14 Count 系命名規則（105 ページ）」 を参照してくだ
さい。
UNC 装置をクラスタ構成とする場合は、DC リソース管理のカテゴリは使用せず、 単体装
置と同様に登録してください。

注
1. 同一 UNC 装置で、PF5200 シリーズと PF5340 を使用する構成はサポートしておりません。
2. 同一の UNC 内で LogicalPort 名は一意となるよう設定してください。
タブ
固有情報

項目名

説明

オートメーション実行ソフト

ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。
NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス

オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。
%SYSTEM_FW_BINPATH%/wfRestCmd.exe

オートメーション実行パラメータ

オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

VTN 命名規則

テナント毎に作成される仮想ネットワークの命名
規則を指定します。
例：VTN_<TenantID>

vBridge 命名規則

仮想ブリッジで使用される仮想インタフェースの
命名規則を指定します。
例：vBR_<Count:var_vBR>

vBridge 内 vIF 命名規則

仮想ブリッジで使用される仮想インタフェースの
命名規則を指定します。
例：vBRIF_<Count:var_vBRIF>

vTunnel 命名規則

Overlay network 利用時、VLAN 毎に作成される仮想
トンネルの命名規則を指定します。
例：vTun_<Count:var_vTun>

vTunnel 内 vIF 命名規則

Overlay network 利用時、仮想トンネルで使用される
仮想インタフェースの命名規則を指定します。
例：vTunIF_<Count:var_vTunIF>

vLink 命名規則

仮想ノードと仮想ノード間を接続する仮想接続の
命名規則を指定します。
例： vLink_<Count:var_vLink>

port-map 命名規則

仮想ブリッジで使用される port-map の命名規則を
指定します。
例： PMap_<Count:var_PMap>

Controller
対応表

オプション

設定不要（未サポート）です。

Controller 名

Controller を識別するユニークな値が表示されます。
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タブ

LogicalPort
一覧

項目名

説明

OFS ドメイン名

Controller に属するドメイン名が表示されます。 複
数のドメインが設定されている場合には、カンマ(,)
文字区切りで表示されます。

種別

Core として扱うか Edge として扱うかを指定しま
す。デフォルトは Edge です。

LogicalPort 名

Controller に依存する様々な論理ネットワークリ
ソース名を選択します(※参照)。 Controller 単位で
ユニークな値を選択します。

Controller 名

当該 LogicalPort が属する Controller 名が表示されま
す。

OFS ドメイン名

当該 LogicalPort が属するドメイン名が表示されま
す。

Boundary 一 Boundary 名
覧
Controller 名

Boundary を識別するユニークな値を選択します。
Boundary 名に紐づく Controller の一端です。

Domain 名

Controller 名(左から 2 番目)の Domain 名です

LogicalPort 名

Controller 名(左から 2 番目)の LogicalPort 名です

Controller 名

Boundary 名に紐づく Controller のもう一方の端で
す。

Domain 名

Controller 名(左から 5 番目)の Domain 名です

LogicalPort 名

Controller 名(左から 5 番目)の LogicalPort 名です

総 VLAN 数

この Boundary で使用できる VLAN 数を設定しま
す。
2～4091 が設定可能で、既定値は 4091 です。
表示部分を右クリックし、[Boundary の更新(U)…]で
更新できます。

除外 VLANID

Boundary を構成する LogicalPort に対する VLAN ID
で、使用不可能な VLAN ID を設定します。
(例)セキュアチャネル用の VLAN ID 2～4092 が指
定可能で、複数ある場合は"," で区切って指定しま
す。
表示部分を右クリック[Boundary の更新(U)…]で更
新できます。

Controller 対応表の更新
[Controller 対 応 表 ] タ ブ の 右 ク リ ッ ク メ ニ ュ ー か ら 「 Controller の 更 新 」 を 選 択 す る と
「Controller 情報更新」ダイアログが表示されます。 「Controller 情報更新」ダイアログにて
種別を Core/Edge から選択します。
Core は、各 P-Flow ドメイン間のデータ転送や中継用のコントローラです。 Edge は、ネット
ワーク末端の P-Flow ドメインを指し、外部の回線や端末などに接続されるコントローラで
す。
(※) UNC の構成情報は 1 日間隔で収集されます。 UNC 構成情報収集機能が収集した情報
が、後述の「LogicalPort の設定」ダイアログおよび 「Boundary の設定」ダイアログに表示
されます。 また、以下の手順により手動で UNC 構成情報を収集することもできます。
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[ネットワークビュー]-[マップ管理]-[<対象マップ>]配下で当該 UNC 装置名を右ク
リックし、 メニューから[構成情報管理]-[自動発見]-[Unified Network Coordinator の
構成情報収集]を選択する。

LogicalPort の追加
[DC リソースビュー]-[機器設定]-[UNC]-[ 装置一覧]タブから当該 UNC 装置を選択後、
「LogicalPort 一覧」タブの右クリックメニューから「LogicalPort の追加(A)...」を選択すると、
以下に示す「LogicalPort 設定」ダイアログが表示されます。 「LogicalPort 設定」ダイアログ
に表示される LogicalPort 一覧から、 UNC で使用する LogicalPort を選択します(複数選択
可)。

Network Automation では、以下の LogicalPort を追加登録することができます。
プロビジョニング対象 PFS 構成
PF5200 シリーズ
PF5340

登録可能 LogicalPort
subdomain(SD-XXXX)
mapping-group(MG-XXXX)

LogicalPort の削除
[DC リソースビュー]-[機器設定]-[UNC]-[装置一覧]タブから当該 UNC 装置を選択後、 削除
したい LogicalPort を選択します。 「LogicalPort 一覧」タブの右クリックメニューから
「LogicalPort の削除(D)...」を選択すると、 削除確認ダイアログが表示されるので「はい」を
クリックします。

Boundary の追加
[DC リソースビュー]-[機器設定]-[UNC]の「装置一覧」タブから当該 UNC 装置を選択後、
「Boundary 一覧」タブの右クリックメニューから「Boundary の追加(A)...」を選択すると、 以
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下に示す「Boundary 設定」ダイアログが表示されます。 「Boundary 設定」ダイアログに表
示される Boundary 一覧から、UNC で使用する Boundary を選択します(複数選択可)。

Network Automation では、以下の LogicalPort を対象とする Boundary を追加登録することが
できます。
プロビジョニング対象 PFS 構成
PF5200 シリーズ

Boundary の対象 LogicalPort
trunk-port(TP-XXXX), subdomain(SD-XXXX)

※ PF5340 構成では、Boundary の登録は行いません。
Boundary の削除
[DC リソースビュー]-[機器設定]-[UNC]の「装置一覧」タブから当該 UNC 装置を選択後、 削
除 し た い Boundary を 選 択 し ま す 。「 Boundary 一 覧 」 タ ブ の 右 ク リ ッ ク メ ニ ュ ー か ら
「Boundary の削除(D)...」を選択すると、削除確認ダイアログが表示されるので「はい」をク
リックします。

9.3.11 汎用デバイスの登録
汎用デバイスの情報を登録します。登録した汎用デバイスに対して装置毎の設定を行いま
す。 機器種別ノード[機器設定]-[汎用デバイス]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブか
ら 右クリックメニューの「機器の追加」を選択すると「装置設定」ダイアログが表示され
ます。

汎用デバイス名を入力し、[OK]をクリックして装置を登録します。
登録された汎用デバイス装置は、機器種別ノード[機器設定]-[汎用デバイス]をクリックし、
右ペインの[装置一覧]タブに表示されます。
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9.3.12 設定情報の一括取得
コマンドにより、[DC リソースビュー]-[機器設定]配下に登録された各装置の設定情報を取
得することができます。
Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvexport
説明

オプション
-dvexport：

固定文字列です。指定必須です。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは
「C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW」です。

注
1. 本コマンドにより取得できる設定情報は標準出力に出力されるため、必要に応じてリダイレ
クトしてファイルに書き出す必要があります。
2. SSL-VPN、テナント FW の各 LDAP 検索ユーザパスワードは取得できません。
3. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサ
ポートしておりません。
4. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延す
る影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)

戻り値とコマンドメッセージ
エラー終了時、コマンド実行結果として、戻り値に対応するメッセージを出力します。
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戻り値
0

メッセージ

説明

メッセージ出力なし

正常終了しました。

Command abnormally terminated.

異常終了しました。

3

Command parameter error.

コマンドに指定した引数に誤りがあります。

4

Failed. Failure send request. ReturnCode=4

広域管理サーバマネージャとの接続に失敗し
ました。

1, 2

Command abnormally terminated. nRetCode=4
5

Command failed in packet transfer.

広域管理サーバマネージャとの通信に失敗し
ました。

6

Command failed because of the manager process.
(retcode=xxx)

広域管理サーバマネージャの処理においてエ
ラーが発生しました。(xxx はエラーコード)

9

Command failed in acquiring configuration mode. 定義モードの取得に失敗しました。

9.3.13 設定情報の一括登録
コマンドにより、指定したファイルの設定情報を[DC リソースビュー]-[機器設定]配下に登
録することができます。
Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvimport <入力ファイル名>
説明

オプション
-dvimport：

固定文字列です。指定必須です。

入力ファイル： 装置情報が定義されているファイル名を絶対パスで指定します。入力ファイルは
DCResourceCmd.exe -dvexport で取得した情報を必要に応じてカスタマイズして作成し
てください。 設定情報の各項目については「付録 C. DC リソースビューのコマンド設
定情報（169 ページ）」を参照してください。 指定必須です。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは
「C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW」です。

注
1. <入力ファイル>で定義された装置の設定情報は、対象装置を管理サーバ上で登録・設定して
おく必要があり、また、広域管理サーバ上で認識可能になっている必要があります。
2. DCResourceCmd.exe -dvexport で 取 得 で き る 装 置 情 報 に は SSL-VPN 及 び テ ナ ン ト FW の
LDAP 検索ユーザパスワードは含まれません。 装置登録時に LDAP 検索ユーザパスワード
を設定する場合は、入力ファイルに LDAP 検索ユーザパスワードの設定情報を追加してくだ
さい。
3. 認証方式が認証なしである環境では、LDAP 関連の設定情報は登録できません。認証方式は
「9.3.1.1 認証方式の切り替え（41 ページ）
」を参照してください。
4. 本コマンドは実行時に定義モードを取得するため、監視端末にて定義モードを取得していな
い状態で実行する必要があります。
5. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサ
ポートしておりません。
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6. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延す
る影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)

戻り値とコマンドメッセージ
エラー終了時、コマンド実行結果として、戻り値に対応するメッセージを出力します。
メッセージ

戻り値
0

説明

Command success.

正常終了しました。

Command abnormally terminated.

異常終了しました。

3

Command parameter error.

コマンドに指定した引数に誤りがあります。

4

Failed. Failure send request.

広域管理サーバマネージャとの接続に失敗し
ました。

1, 2

ReturnCode=4 Command abnormally terminated.
nRetCode=4
5

Command failed in packet transfer.

広域管理サーバマネージャとの通信に失敗し
ました。

6

<エラー原因を示すメッセージ>

広域管理サーバマネージャの処理においてエ
ラーが発生しました。(xxx はエラーコード)

Command failed because of the manager process.
(retcode=xxx)
9

Command failed in acquiring configuration mode. 定義モードの取得に失敗しました。

戻り値 6 の場合、<エラー原因を示すメッセージ>として、下記表のメッセージとエラー発生
箇所を出力します。エラー発生個所は入力ファイル内の設定情報を基に出力します。
<エラー原因を示すメッセージ>のメッセージ部

説明

[002]Already Exists Error.

すでに存在しています。

[011]Illegal Environment Error.

動作環境が不正です

[103]Failed to connect to CMDB.

CMDB への接続に失敗しました。

[104]Memory Empty Error.

メモリ不足です。

[105]Failed to select from CMDB.

CMDB への検索処理で異常が発生しました。

[106]Failed to update CMDB.

CMDB への更新処理で異常が発生しました。

[107]Failed to insert into CMDB.

CMDB への追加処理で異常が発生しました。

[108]Input parameter is invalid.

入力パラメータが不正です。コマンドに指定した
入力ファイル内の設定情報を見直してください。

[234]The specified value is out of range.

使用可能 IP アドレス範囲の設定が不正です。

[244]Invalied Controller type.

Controller のタイプ指定が不正です。

[267]Not Found.

選択対象が存在しません。または、すでに存在して
います。

[910]The length of the characters is insufficient.

入力文字数が不足しています。

[911]Exceeds limit length of the characters.

入力可能文字数を超えています。

[912]Unacceptable characters are included.

入力不可文字が含まれています。

[913]The specified value is out of range.

指定値が指定可能範囲を超えています。

[916]Invalid Format Error.

フォーマットが不正です。
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<エラー原因を示すメッセージ>のメッセージ部

説明

[927]Specified IP address is duplicated.

IP アドレスが二重に定義されています。

[928]Total IP count is insufficient.

IP 数が不足しています。

[xxx]An error occurred during processing.

処理中にエラーが発生しました。(xxx はエラー
コード)

エラー時メッセージ出力例
入力ファイル内の定義誤りにより設定情報の登録に失敗した場合のメッセージの例を以下
に説明します。
• 入力ファイルのフォーマットエラー
[916]Invalid Format Error. <Input File>:<Image error>
Command failed because of the manager process. (retcode=108)

入力ファイルのフォーマットが間違っています。 {}や[]、""の対応が正しいこと、","の
設定が正しいことを確認してください。
• 登録装置が存在しない、または登録済み
[267]Not Found. DeviceList.Type:"LB01/LB" NvName:"dum001"
Command failed because of the manager process. (retcode=267)

入力ファイルに定義した装置が登録可能な装置として存在しません。 該当装置が既に
登録されていないこと、及び登録可能な装置として[DC リソースビュー]-[機器設定]配
下で認識可能な装置であることを確認してください。

設定情報の削除
コマンドにより、[DC リソースビュー]-[機器設定]配下に登録した装置の設定情報を削除す
ることができます。
Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。
• [DC リソースビュー]-[機器設定]配下の全ての装置を削除します。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete

• [DC リソースビュー]-[機器設定]配下の指定した装置種別配下の全ての装置を削除しま
す。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete <装置種別>

• バックエンド FW、SSL-VPM、仮想 SW 以外の特定の装置を削除します。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete <装置種別/
装置名>

65

第 9 章 DC リソースビューの設定

• バックエンド FW または SSL-VPM の特定の装置を削除します。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete <装置種別/
装置名/仮想ノード名>

• クラスタグループ構成の LB 装置を削除します。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete <装置種別
(TLB)/クラスタグループ名>

コマンドのオプションを以下に示します。
オプション

説明

-dvdelete：

固定文字列です。指定必須です。

装置種別：

[DC リソースビュー]-[機器設定]配下の装置種別を指定します。
• UNC (UNC)
• SSL (SSL-VPN)
• TFW (テナント FW)
• BFW (バックエンド FW)
• TLB (ロードバランサ)
• VSW (仮想 SW)
• GeneralDEV (汎用デバイス)
• L2SW (L2SW)
• PFC (PFC)
• PFS (PFS)
装置名やクラスタグループ名を指定する場合は指定必須です。 省略した場合は[DC リ
ソースビュー]-[機器設定]配下の全装置の設定情報を削除します。

装置名：

削除する装置名を指定します。装置名は装置種別と装置名を"/"(スラッシュ)文字で区
切って指定します。

仮想ノード名： 削除する装置がバックエンド FW または SSL-VPN の場合は仮想ノード名を指定しま
す。仮想ノード名は装置名と仮想ノード名を"/"(スラッシュ)文字で区切って指定しま
す。 仮想ノード名を省略した場合は、仮想ノード名が設定されてない装置を削除しま
す。
クラスタグルー 装置がクラスタグループ構成の場合はクラスタグループ名を指定します。クラスタグ
プ名：
ループ名はロードバランサ装置の場合にのみ指定できます。 クラスタグループ構成の
場合はクラスタグループ配下の装置は指定できません。
管理サーバ名： 削除対象として仮想 SW の装置名を指定した場合、削除する仮想 SW 装置を管理してい
リソースプール る管理サーバ名と関連するリソースプール名を指定します。 仮想 SW の装置名を指定
した場合は指定必須です。装置名を省略した場合や仮想 SW 以外の装置を指定した場
名：
合は省略します。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは
「C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW」です。

注
1. 本コマンド実行前に削除対象の装置が全グループノードから削除されている必要がありま
す。
2. 本コマンドは実行時に定義モードを取得するため、監視端末にて定義モードを取得していな
い状態で実行する必要があります。
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3. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサ
ポートしておりません。
4. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延す
る影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)

9.4 リソースグループを作成する
Network Automation は以下のリソースの定義を、[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配
下に登録して管理します。
• VLAN ID／IP サブネット範囲
• テナントファイアウォール／ロードバランサ
リソースは、システム構成や用途に合わせてグルーピングして管理します。 [リソースグ
ループ]ノード配下に「グループ」
「共通グループ」
「管理グループ」を作成することでグルー
ピ ン グ を 行 い ま す 。 「 グ ル ー プ 」「 共 通 グ ル ー プ 」「「 管 理 グ ル ー プ 」 の 作 成 方 法 は
「9.4.4 グループ作成（70 ページ）」～ 「9.4.7 管理グループを定義する（共通グループノー
ド配下の場合）（91 ページ）」をご参照ください。
[DC リソースビュー]-[リソースグループ]ノードを選択した場合の右ペインの説明を以下に
記載します。
説明

タブ
マップビュー

マップを表示します

プロパティビュー

リソースグループのプロパティを表示します

リソースグループ

IP サブネット重複パラメタの設定値を表示します

IP サブネット範囲

リソースグループ内で使用する IP サブネットの範囲を表示します

論理 NW 情報

リソースグループ内に払い出した論理 NW の一覧を表示します

9.4.1 グループ
グループは管理グループをグルーピングするための任意のノードで、以下の２種類がありま
す。
• グループ
• 共通グループ
"グループ"は、複数の管理グループを束ねて運用する場合、 またはロケーションなどを明確
にするためにグループでの管理をしたい場合に作成します。 グループ名として、ロケー
ションを表す名称を付けるなどして、グループの役割を明確にする運用などが考えられま
す。
"共通グループ"は、UNC を使用した複数サイトに跨ったテナントネットワークを構築する場
合に作成します。 このグループ配下の管理グループは共通の設定内容を使用します。1 つ
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の共通グループ配下では、1 つの UNC を利用してください。 また、1 つの UNC は 1 つの共
通グループ配下でのみ利用してください。
どちらも[リソースグループ]ノードの配下、またはグループノードの配下に作成することが
できますが、 共通グループ配下にさらに共通グループを作ることはできません。

9.4.2 管理グループ
利用するリソースの定義は「管理グループ」に定義します。 Network Automation でリソース
のプロビジョニングを行う場合には、 事前に管理グループを作成しておく必要があります。
管理グループは[グループ]ノードの配下か、[リソースグループ]ノードの配下に作成するこ
とができます。 [リソースグループ]ノードまたは[グループ]ノードの右クリックメニューか
ら[管理グループの追加(M)] を選択して作成しますが、 "共通グループ"配下で管理グループ
を作成する場合とそうでない場合とで設定の内容が異なります。
共通グループノード配下でない場合の設定ウィザードは 「9.4.6 管理グループを定義する
（共通グループノード配下でない場合）（82 ページ）」に示します。
共通グループノードのツリー配下の場合を 「9.4.7 管理グループを定義する（共通グループ
ノード配下の場合）（91 ページ）」に示します。

9.4.3 リソースグループサンプル
リソースグループの構成を以下のサンプルで説明します。
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上記のような物理構成の場合、以下のようなリソースグループのツリーとなります。

ツリー内の説明は以下になります。
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9.4.4 グループ作成
[リソースグループ]ノードまたはグループノードの右クリックメニューから[グループの追
加]－[グループの追加(G)] を選択すると以下の画面が現れます。

項目名

必須/省略可

既定値

説明

グループ名

必須

なし

作成するグループの名前を入力しま
す。システム内で一意になることを推
奨します。

アイコンファイル

省略可

なし

リソースグループツリー上でグループ
を示すアイコンファイルを変更する場
合に指定します。

説明

省略可

なし

グループの説明を入力します。

グループの右ペイン
グループノードを選択した場合、右ペインに以下のタブが表示されます。 各項目の説明を
以下に記載します。
説明

タブ名
マップビュー

マップを表示します

プロパティビュー

グループのプロパティを表示します

リソースグループ 「専有タイプ」、「論理ネットワーク命名規則」を表示します。 「専有タイプ」は
「9.4.13 リソースグループにタグを付ける（102 ページ）」 で説明します。 「論理
ネットワーク命名規則」はコアを使用して論理ネットワークを払い出す際の命名規
則を設定します。
例： LNW_<VLANType>_<Count:var_CG>
"Count"については、 「9.4.14 Count 系命名規則（105 ページ）」 を参照してくださ
い。
タグ

テナントが複数のリソースグループからリソースを選択できるようにするための設
定をします。 詳細は 「9.4.13 リソースグループにタグを付ける（102 ページ）」 で
説明します。
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9.4.5 共通グループ作成
共通グループは、[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下で[右クリック]-[グループの
追加]-[共通グループの追加(C)]を選択した場合に作成されます。

注
共通設定は共通グループ配下に適用されます。 共通グループを含むグループは、その配下のグ
ループを削除しないと削除できません。

「共通グループの追加(C)」を選択すると 「9.4.4 グループ作成（70 ページ）」 でも示したグ
ループ名の追加画面の後、
「定義グループの指定」画面に遷移します。 ここでは利用する管
理 VLAN を選択します。"事業者管理 VLAN"および"業務 VLAN"は必須のため選択解除で
きません。

注
ここで選択しなかった VLAN は、共通グループ配下の管理グループ作成時に選択できないため、
将来的に作成する可能性もある VLAN を含めて選択してください。
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「共通設定の定義」画面で[次へ]をクリックすると、テナント IP アドレス範囲を指定するか
否かを選択する画面が表示されます。 (注：Network Automation では[指定しない]を選択して
ください。)

図 9-7 共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）
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項目名
テナント IP アドレス範囲の指定

説明
仮想マシンおよび物理マシンの IP アドレスの範囲を指定するか否か
を選択します。

「共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で[次へ]をクリックすると以下に示
す、事業者管理 VLAN／テナント管理 VLAN／業務 VLAN／パブリック VLAN／WAN サー
ビス VLAN の各設定画面(管理グループの定義画面)が表示されます。 ただし、「共通設定の
定義」で選択しなかった VLAN の設定画面は表示されません。

事業者管理 VLAN

図 9-8 事業者管理 VLAN
説明

項目名
IP サブネット範囲

事業者管理 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定し
ます。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成
されます。
例：10.1.0.0/24

バックエンド FW IP アドレス範
囲

テナント毎に払い出された事業者管理 VLAN にバックエンド FW が
接続されます。 事業者管理 VLAN 上のバックエンド FW の IP アド
レスの範囲を指定します。
例：0.0.0.250 - 0.0.0.252
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テナント管理 VLAN

図 9-9 テナント管理 VLAN
説明

項目名
IP サブネット範囲

テナント管理 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定
します。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生
成されます。
例：10.1.101.0/24

テナント FW 用 IP アドレス範囲

テナント毎に払い出されたテナント管理 VLAN にテナント FW が接
続されます。 テナント管理 VLAN 上のテナント FW の IP アドレス
の範囲を指定します。
例：0.0.0.253 - 0.0.0.254

SSL-VPN 側 IP アドレス範囲

テナント毎に払い出されたテナント管理 VLAN に SSL-VPN 装置が
接続されます。 テナント管理 VLAN 上の SSL-VPN 装置の IP アドレ
ス範囲を指定します。
例：0.0.0.250 - 0.0.0.252

テナント LB 用 IP アドレス範囲

テナント LB を利用時、テナント管理 VLAN にテナント LB が接続さ
れます。 テナント管理 VLAN 上のテナント LB の IP アドレスを指定
します。
例：0.0.0.247 - 0.0.0.250

SSL-VPN 接続用 IP アドレス範囲

SSL-VPN 接続時に、クライアント端末に払い出す IP アドレスを指定
します。
例：0.0.0.251 - 0.0.0.252
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業務 VLAN

図 9-10 業務 VLAN
説明

項目名
IP サブネット範囲

業務 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。
サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されま
す。
例：10.1.101.0/24

IP サブネット初期値

テナントが異なると、テナント FW が異なるため、業務 VLAN の IP
アドレスは重複可能です。 異なるテナント間で IP アドレスの重複不
可 or 重複可の選択を行います。

テナント FW 用 IP アドレス範囲

テナント毎に払い出された業務 VLAN にテナント FW が接続されま
す。 業務 VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範囲を指定しま
す。
例：0.0.0.254 - 0.0.0.254

テナント LB 用 IP アドレス範囲

業務 VLAN の払い出しにおいて、業務 VLAN とテナント LB が接続
設定された場合、 業務 VLAN 上のテナント LB の IP アドレスの範囲
を指定します。
例：0.0.0.250 - 0.0.0.253

パブリック VLAN
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図 9-11 パブリック VLAN
説明

項目名
IP サブネット範囲

パブリック VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定し
ます。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成
されます。 パブリック VLAN 上に接続されるホストは、テナント FW
とインターネットルータのみのため、 サブネットマスクは、30 ビッ
トマスクを指定することができます。
例：10.1.0.0/30

テナント FW 用 IP アドレス範囲

テナント毎に払い出されたパブリック VLAN にテナント FW が接続
されます。 パブリック VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範
囲を指定します。
例：0.0.0.2 - 0.0.0.2

WAN サービス VLAN
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図 9-12 WAN サービス VLAN
説明

項目名
IP サブネット範囲

WAN サービス VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設
定します。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動
生成されます。 WAN サービス VLAN 上に接続されるホストは、テナ
ント FW とルータのみのため、 サブネットマスクは、30 ビットマス
クを指定することができます。
例：10.1.0.0/30

テナント FW 用 IP アドレス範囲

テナント毎に払い出された WAN サービス VLAN にテナント FW が
接続されます。 WAN サービス VLAN 上のテナント FW の IP アドレ
スの範囲を指定します。
例：0.0.0.2 - 0.0.0.2

確認画面
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図 9-13 確認画面

「完了」をクリックすると[リソースグループ]配下に共通グループが作成されます。

共通グループの右ペイン
共通グループノードを選択した場合、右ペインに以下のタブが表示されます。 各項目の説
明を以下に記載します。
説明

タブ名
マップビュー

マップを表示します

プロパティビュー

プロパティを表示します

リソースグループ 「専有タイプ」、「論理ネットワーク命名規則」を表示します。 「専有タイプ」は
「9.4.13 リソースグループにタグを付ける（102 ページ）」 で説明します。 「論理
ネットワーク命名規則」はコアを使用して論理ネットワークを払い出す際の命名規
則を設定します。
例： LNW_<VLANType>_<Count:var_CG>
"Count"については、 「9.4.14 Count 系命名規則（105 ページ）」 を参照してくださ
い。
タグ

テナントが複数のリソースグループからリソースを選択できるようにするための設
定をします。 詳細は 「9.4.13 リソースグループにタグを付ける（102 ページ）」 で
説明します。

共通設定

共通グループ作成ウィザードで設定した内容を表示します

P-Flow Controller

vLink 接続する Controller の対を表示します

共通グループノードを選択した場合の右ペインに表示される[共通設定]タブに 共通グルー
プ作成ウィザードで選択した VLAN が表示され、各 VLAN を選択すると右下ペインにウィ
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ザードで設定した値が表示されます。 事業者管理 VLAN は事業者管理 VLAN からバック
エンド FW に入力許可するパケットおよび バックエンド FW から事業者管理 VLAN に出力
許可するパケットを指定するプロトコルフィルタ情報も表示されます。これらの値は編集
できません。

各 VLAN を選択時に右下ペインに表示される「IP サブネット範囲」タブにて、その VLAN
に割り当てる IP サブネットの範囲を設定できます。 共通グループ作成直後は、ウィザード
で指定した IP サブネット範囲が表示されます。右クリックメニューで、IP サブネット範囲
の追加、更新、削除が可能です。
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IP サブネット範囲の追加・変更を選択した場合は、設定ダイアログに新しい IP サブネット
範囲(ネットワークアドレス)を入力し「OK」をクリックします。 IP サブネット範囲の削除
を選択した場合、削除確認ダイアログで「OK」をクリックします。 IP サブネット範囲が一
つしか登録されていない状態で IP サブネット範囲を削除することはできません。 また、払
い出し済みの IP サブネットが存在する IP サブネット範囲は削除できません。

図 9-16 IP サブネット範囲追加・変更画面
項目名
IP サブネット範囲

説明
VLAN に指定するネットワークアドレス範囲です。以下の条件を満たす値を
入力してください。
• 開始、終了アドレスがマスク値の境界値であること
• リソースグループノードで指定した IP サブネット範囲内の値であること
• 同じ共通グループ配下の同一 VLAN に登録済みの範囲と重複しないこと
• 変更後の値が、指定した VLAN で払い出し済みの IP サブネットを漏れなく
含有していること
• 指定した値が、既に存在する他の IP サブネット範囲と連続する値でないこ
と
例 1：192.168.0.0 - 192.168.255.0(サブネットマスクが 24 の場合)
例 2：10.0.0.0 - 10.255.255.252(サブネットマスクが 30 の場合)

サブネットマスク

ウィザードで指定したサブネットマスクです。共通グループ作成後は更新で
きません。

共通グループノードを選択した場合の右ペインに表示される[P-Flow Controller]タブには、
共通グループノード配下で利用する Controller のペアを登録します。 Controller のペアを登
録するには右クリックメニューの[Controller の追加]にて表示される Controller 設定画面にて
追加する Controller を選択し、「OK」をクリックします(複数選択可)。
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登録すると[P-Flow Controller]タブのペイン内に登録した情報が表示されます。

各項目の説明を以下に記載します。
説明

項目名(左から)
Controller 名

ペアを構成する Controller 名の一方です

種別

Controller 名(左から 1 番目)の Controller の種別で、Core または Edge です

Controller 名

ペアを構成する Controller 名の他方です

種別

Controller 名(左から 3 番目)の Controller の種別で、Core または Edge です

装置名

[機器設定]-[UNC]の[装置一覧]で設定した値が表示されます
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右上ペインで各 Controller ぺアを選択すると右下ペインの[Boundary 一覧]タブが現れます。
ここにその Controller 間で使用する Boundary を定義します。[Boundary 一覧]タブの各項目
の説明を以下に記載します。
項目名(左から)

説明

Boundary 名

右上ペインで選択した Controller 間を結ぶ Boundary 名です

Controller 名

右上ペインで選択した左側の Controller 名です

LogicalPort 名

右上ペインで選択した左側の Controller の LogicalPort 名です

Controller 名

右上ペインで選択した右側の Controller 名です

LogicalPort 名

右上ペインで選択した右側の Controller の LogicalPort 名です

総 VLAN 数

[機器設定]-[UNC]の[Boundary 一覧]で設定した値が表示されます

使用 VLAN 数

払い出し済の VLAN 数です

除外 VLANID

[機器設定]-[UNC]の[Boundary 一覧]で設定した値が表示されます

Boundary を登録するには[Boundary 一覧]ペイン内で右クリックし、メニューの [Boundary の
追加]にて表示される Boundary 設定画面にて、追加する Boundary を選択し、 「OK」をク
リックします(複数選択可)。

9.4.6 管理グループを定義する（共通グループノード配下でない場
合）
共通グループノードの配下でない場合の管理グループの作成方法を以下に示します。

9.4.6.1 定義グループの指定
管理グループには、事業者管理用 VLAN および業務 VLAN に加えて、各種リソースを定義
します。 定義する管理グループ作成ウィザードでは管理グループに定義する VLAN および
リソースの選択の指定を行います。 選択しなかったリソースの指定画面は表示されませ
ん。
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上記画面では、共通設定を定義しなかった VLAN はグレーアウトされます。
各項目の説明を以下に記載します。
説明

項目名
管理サーバ名

管理サーバ名がリストに表示されます。 管理グループを作成する管理サーバ
を選択します。 管理サーバを必要としない場合は"管理サーバは指定しない"
を選択します。 (注：Network Automation では"管理サーバは指定しない"を選択
してください。)

テナント管理 VLAN を
定義する

管理グループから払い出されるテナント管理 VLAN の VLAN/IP サブネット
や IP アドレスなどの割り当てルールを定義します。

パブリック VLAN を定
義する

管理グループから払い出されるパブリック VLAN の VLAN/IP サブネットや
IP アドレスなどの割り当てルールを定義します。

WAN サービス VLAN を 管理グループから払い出される WAN サービス VLAN の VLAN/IP サブネット
定義する
や IP アドレスなどの割り当てルールを定義します。
テナント FW を定義する 管理グループから払い出されるテナント FW 数を定義します。
テナント LB を定義する

管理グループから払い出されるテナント LB 数を定義します。

仮想サーバを定義する

管理グループが利用するリソースプールを指定します。 仮想マシンは、指定
されたリソースプールから払い出されます。 "管理サーバ名"に"管理サーバは
選択しない"を選択した場合は、選択できません。

物理サーバを定義する

管理グループから払い出される物理サーバ数を定義して、リソースを事前確保
します。 "管理サーバ名"に"管理サーバは選択しない"を選択した場合は、選択
できません。

ディスクボリュームを定 管理グループから払い出されるディスクボリューム数を定義して、リソースを
義する
事前確保します。 このディスクボリュームは、物理サーバプロビジョニング
(ベアメタルプロビジョニング)で利用されるものです。 物理サーバを定義し
ない場合は選択できません。
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9.4.6.2 管理グループの指定
管理グループが利用する各種リソースの範囲や閾値を設定します。

各項目の説明を以下に記載します。
説明

項目名

優先度に応じた自動払い テナント契約後のテナント NW 作成時に、利用するリソース管理グループを選
出し
択する必要があります。 サービスガバナーの自動選択機能を利用する場合、
リソース管理グループに優先度を設定することができます。
優先度

リソース管理グループの優先度を設定します。 複数のリソース管理グループ
に同じ優先度を設定可能です。

VLAN 範囲

管理グループが利用する VLAN ID の範囲を指定します。 定義グループの指
定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場合、VLAN 範
囲は、正確に指定する必要があります。

VLAN 閾値

空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を 0 にすると機能が無
効化されます。

テナント IP アドレス範
囲の指定

仮想マシンおよび物理マシンの IP アドレスの範囲を指定するか否かを選択し
ます。(注：Network Automation では「指定しない」を選択してください。
)

9.4.6.3 事業者管理 VLAN の指定
事業者管理用として使用する VLAN のアドレス等を指定します。
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各項目の説明を以下に記載します。
説明

項目名

VLAN の利用範囲を指定 管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、事業者管理 VLAN に割り当てる
する
VLAN ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使用す
る VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。
VLAN 範囲

事業者管理 VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グルー
プの指定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場合、利
用する VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値

空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲

事業者管理 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。 サ
ブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。
例：10.1.0.0/24

バックエンド FW IP ア
ドレス範囲

テナント毎に払い出された事業者管理 VLAN にバックエンド FW が接続され
ます。 事業者管理 VLAN 上のバックエンド FW の IP アドレスの範囲を指定
します。
例：0.0.0.250 - 0.0.0.252

9.4.6.4 テナント管理 VLAN の指定
テナント管理用として使用する VLAN のアドレス等を指定します。
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各項目の説明を以下に記載します。
説明

項目名

VLAN の利用範囲を指定 管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、テナント管理 VLAN に割り当て
する
る VLAN ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使用
する VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。
VLAN 範囲

テナント管理 VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グ
ループの指定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場
合、利用する VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値

空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲

テナント管理 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。
サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。
例：10.1.101.0/24

テナント FW 用 IP アド
レス範囲

テナント毎に払い出されたテナント管理 VLAN にテナント FW が接続されま
す。 テナント管理 VLAN 上のテナント FW の IP アドレス範囲を指定します。
例：0.0.0.253 - 0.0.0.254

SSL-VPN 側 IP アドレス
範囲

テナント毎に払い出されたテナント管理 VLAN に SSL-VPN 装置が接続され
ます。 テナント管理 VLAN 上の SSL-VPN 装置の IP アドレス範囲を指定しま
す。
例：0.0.0.250 - 0.0.0.252

テナント LB 用 IP アド
レス範囲

テナント LB を利用時、テナント管理 VLAN にテナント LB が接続されます。
テナント管理 VLAN 上のテナント LB の IP アドレスを指定します。
例：0.0.0.247 - 0.0.0.250

SSL-VPN 接続用 IP アド
レス範囲

SSL-VPN 接続時に、クライアント端末に払い出す IP アドレスを指定します。
例：0.0.0.251 - 0.0.0.252
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9.4.6.5 業務 VLAN の指定
テナントの業務用として使用する VLAN のアドレス等を指定します。

各項目の説明を以下に記載します。
説明

項目名

VLAN の利用範囲を指定 管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、業務 VLAN に割り当てる VLAN
する
ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使用する
VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。
VLAN 範囲

業務 VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グループの指
定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場合、利用する
VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値

空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲

業務 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。 サブネッ
トマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。
例：10.1.101.0/24

IP サブネット初期値

テナントが異なると、テナント FW が異なるため、業務 VLAN の IP アドレス
は重複可能です。 異なるテナント間で IP アドレスの重複不可 or 重複可の選
択を行います。

テナント FW 用 IP アド
レス範囲

テナント毎に払い出された業務 VLAN にテナント FW が接続されます。 業務
VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範囲を指定します。
例：0.0.0.254 - 0.0.0.254

テナント LB 用 IP アド
レス範囲

業務 VLAN の払い出しにおいて、業務 VLAN とテナント LB が接続設定され
た場合、 業務 VLAN 上のテナント LB の IP アドレスの範囲を指定します。
例：0.0.0.250 - 0.0.0.253
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9.4.6.6 パブリック VLAN の指定
パブリック VLAN のアドレス等を指定します。

各項目の説明を以下に記載します。
説明

項目名

VLAN の利用範囲を指定 管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、パブリック VLAN に割り当てる
する
VLAN ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使用す
る VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。
VLAN 範囲

パブリック VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グルー
プの指定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場合、利
用する VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値

空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲

パブリック VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。 サ
ブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。 パブ
リック VLAN 上に接続されるホストは、テナント FW とインターネットルー
タのみのため、サブネットマスクは、30 ビットマスクを指定することができ
ます。
例：10.1.0.0/30

テナント FW 用 IP アド
レス範囲

テナント毎に払い出されたパブリック VLAN にテナント FW が接続されま
す。 パブリック VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範囲を指定します。
例：0.0.0.2 - 0.0.0.2
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9.4.6.7 WAN サービス VLAN の指定
WAN サービス VLAN のアドレス等を指定します。

各項目の説明を以下に記載します。
説明

項目名

VLAN の利用範囲を指定 管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、WAN サービス VLAN に割り当
する
てる VLAN ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使
用する VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。
VLAN 範囲

WAN サービス VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グ
ループの指定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場
合、利用する VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値

空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲

WAN サービス VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定しま
す。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。
WAN サービス VLAN 上に接続されるホストは、テナント FW とルータのみの
ため、サブネットマスクは、30 ビットマスクを指定することができます。
例：10.1.0.0/30

テナント FW 用 IP アド
レス範囲

テナント毎に払い出された WAN サービス VLAN にテナント FW が接続され
ます。 WAN サービス VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範囲を指定し
ます。
例：0.0.0.2 - 0.0.0.2
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9.4.6.8 テナント FW の指定
テナント用 FW の数と閾値を指定します。

9.4.6.9 テナント LB の指定
テナント用 LB の数と閾値を指定します。
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9.4.7 管理グループを定義する（共通グループノード配下の場合）
共通グループノードの配下の場合の管理グループの作成方法を以下に示します。

9.4.7.1 定義グループの指定
共通グループノード配下でない場合と同様に、管理グループには、 事業者管理 VLAN およ
び業務 VLAN に加えて、各種リソースを定義します。 定義する共通グループ配下の管理グ
ループ作成ウィザードでは管理グループに定義する VLAN およびリソースの選択を行いま
すが、 共通設定で選択しなかった VLAN は選択できません。 選択しなかったリソースの指
定画面は表示されません。
各項目の説明は 「9.4.6 管理グループを定義する（共通グループノード配下でない場合）
（82 ページ）」 と同じです。
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9.4.7.2 管理グループの指定
管理グループが利用する各種リソースの範囲や閾値を設定します。
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9.4.7.3 事業者管理 VLAN の指定
事業者管理用として使用する VLAN のアドレス等を指定します。

9.4.7.4 テナント管理 VLAN の指定
テナント管理用として使用する VLAN の VLAN 範囲と閾値を指定します。
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9.4.7.5 業務 VLAN の指定
テナントの業務用として使用する VLAN の VLAN 範囲と閾値を指定します。
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9.4.7.6 パブリック VLAN の指定
パブリック VLAN の VLAN 範囲と閾値を指定します。

9.4.7.7 WAN サービス VLAN の指定
WAN サービス VLAN の VLAN 範囲と閾値を指定します。
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9.4.7.8 テナント FW の指定
テナント用 FW の設定画面は 「9.4.6.8 テナント FW の指定（90 ページ）」 と同一です。

9.4.7.9 テナント LB の指定
テナント用 LB の設定画面は 「9.4.6.9 テナント LB の指定（90 ページ）」 と同一です。

9.4.8 管理グループの VLAN を確認する
管理グループの設定が完了した後に、VLAN の設定状況を確認します。 確認方法は、作成
した管理グループノードの右ペインにある「VLAN 一覧」タブを参照します。
以下に、「VLAN 一覧」タブと、各項目の説明を示します。
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項目名

説明

VLANID

管理グループに指定した VLAN 範囲内の VLAN ID です。

VLAN 種別

各管理グループの VLAN 種別です。種別は以下の通り。
• 事業者管理 VLAN
• テナント管理 VLAN
• 業務 VLAN
• パブリック VLAN
• WAN サービス VLAN
• 未割当て：上記各種 VLAN が不足した際に利用される VLAN です。
• 使用不可：利用できない VLAN ID です。

テナント ID

使用中のテナント ID が表示されます。

予約 ID

VLAN の作成中の識別 ID です。

論理 NW 名

論理ネットワークを識別するための名前です。

IP サブネット/マスク

本 VLAN に割り当てられた IP サブネットと、マスクのビット長です。

FW IP アドレス

テナント FW に設定する IP アドレスです。

SSL/Router IP アドレス

テナント管理 VLAN の場合、SSL-VPN に割り当てる IP アドレスです。

メモ

利用者が利用可能なメモ欄です。

VLAN 拡張先情報

Pod を拡張した際、その拡張先のリソース管理グループと VLAN ID を表示し
ます。

9.4.9 各 VLAN ノードで使用する IP サブネット範囲を指定する
各 VLAN に対して割り当てる IP サブネットの範囲を確認し、必要に応じて編集します。 確
認方法は、作成した管理グループノードの VLAN ノードの右ペイン「リソースグループ」
タブをクリックし、下ペイン「IP サブネット範囲」タブを参照します。
管理グループ作成直後は、ウィザードで指定した IP サブネット範囲が表示されます。共通
グループ配下でない管理グループの場合は、右クリックメニューで IP サブネット範囲の追
加、更新、削除が可能です。 共通グループ配下の管理グループの IP サブネット範囲を変更
したい場合は、 「9.4.5 共通グループ作成（71 ページ）」 を参照して共通グループの IP サ
ブネット範囲を変更してください。
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以下に、「IP サブネット範囲」タブと、各項目の説明を示します。

項目名
IP サブネット範囲

説明
VLAN に指定するネットワークアドレス範囲です。以下の条件を満たす値を
入力してください。
• 開始、終了アドレスがマスク値の境界値であること
• リソースグループノードで指定した IP サブネット範囲内の値であること
• 同じ VLAN ノードに登録済みの範囲と重複しないこと
• 変更後の値が、指定した VLAN で払い出し済みの IP サブネットを漏れなく
含有していること
• 指定した値が、既に存在する他の IP サブネット範囲と連続する値でないこ
と
例 1：192.168.0.0 - 192.168.255.0(サブネットマスクが 24 の場合)
例 2：10.0.0.0 - 10.255.255.252(サブネットマスクが 30 の場合)

サブネットマスク

ウィザードで指定したサブネットマスクです。管理グループ作成後は更新で
きません。

図 9-14 IP サブネット範囲追加・変更画面

IP サブネット範囲の追加・変更を選択した場合は、設定ダイアログに新しい IP サブネット
範囲(ネットワークアドレス)を入力し「OK」をクリックします。 IP サブネット範囲の削除
を選択した場合、削除確認ダイアログで「OK」をクリックします。 IP サブネット範囲が一
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つしか登録されていない状態で IP サブネット範囲を削除することはできません。 また、払
い出し済みの IP サブネットが存在する IP サブネット範囲は削除できません。

9.4.10 管理グループに機器を登録する
管理グループの定義が完了すると、管理グループ配下にリソースノードが作成されます。
各リソースノードに、管理グループで制御対象とする機器を登録します。 登録時に、イン
タフェース情報の設定や固有情報の変更が必要なものがあります。

登録時に必要な作業

リソースノード
事業者管理 VLAN

1. 事業者管理 VLAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC, PFS, バックエン
ド FW, UNC)
2. インタフェース情報の設定(L2SW, バックエンド FW, UNC)
3. PFC のサブドメイン設定
4. 固有情報の変更

テナント管理 VLAN

1. テナント管理 VLAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC, PFS, SSLVPN,
テナント FW, ロードバランサ, UNC)
2. インタフェース情報の設定(L2SW, SSLVPN, テナント FW, ロードバランサ,
UNC)
3. 固有情報の変更

業務 VLAN

1. 業務 LAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC, PFS, テナント FW, ロード
バランサ, UNC)
2. インタフェース情報の設定(L2SW, テナント FW, ロードバランサ, UNC)

パブリック VLAN

1. パブリック VLAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC, PFS,テナント FW,
UNC)
2. インタフェース情報の設定(L2SW, テナント FW, UNC)

WAN サービス VLAN

1. WAN サービス VLAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC,PFS, テナント
FW, UNC)
2. インタフェース情報の設定(L2SW, テナント FW, UNC)

テナント FW グループ

1. 管理グループで制御対象とするファイアフォール機器の登録

テナント LB グループ

1. 管理グループで制御対象とするロードバランサ機器の登録

管理グループに機器を登録するには、各リソースノードの[装置一覧]タブの右クリックメ
ニューから[機器の追加(A)] を選ぶと、 [装置設定]画面に装置一覧が表示されるので、登録
する装置を選択します。 機器を追加するには、あらかじめ[機器設定]配下に登録されている
必要があります。
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バックエンド FW、SSL-VPN の機器設定で仮想ノード名を指定した場合、「クラスタグルー
プ/装置名」の列に「装置名/仮想ノード名」の形式で表示されます。
汎用装置は 1 管理グループに１つのみ登録可能です。汎用装置は 1 管理グループに対して
１つのみ登録してください。

装置に対して、インタフェース情報を設定するには、リソースノードの[装置一覧]タブから
インタフェース情報を設定する装置を選択します。 [インタフェース]タブの右クリックメ
ニューから[コマンドインタフェースの追加(A)]を選ぶと、[インタフェース情報設定]画面に
インタフェース一覧が表示されるので、登録するインタフェースを選択します。 インタ
フェースを追加するには、あらかじめ機器設定において、装置のインタフェース情報の操作
対象について、「はい」と設定されている必要があります。
UNC の場合は右下ペインに[LogicalPort 一覧]タブが現れます。 このペイン内で右クリック
メニューから[LogicalPort の追加(A)]を選ぶと、 [LogicalPort 設定]画面が表示されるため、使
用する LogicalPort を選択して登録します。
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固有情報を変更するには、リソースノードの[固有情報]タブの右クリックメニューから[設定
値の変更]を選択します。 テナント管理 VLAN に対しては、システムの利用に合わせて、固
有情報のフィルタ情報を変更します。
表 9-2 事業者管理 VLAN の固有情報
タブ
固有情報

項目名

説明

バックエンド FW IP アドレス

「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

テナント IP アドレス範囲

「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

除外 IP アドレス

「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

DHCP リレー情報

運用管理 LAN 上の DHCP サーバの IP アドレスを
指定します。(注：Network Automation では設定不要
です。)

入力フィルタ情報( プロトコル)

事業者管理 VLAN からバックエンド FW に入力許
可するパケットを指定します。 デフォルトで、
PING,HTTP,HTTPS,TELNET,SSH,RDP,FTP が設定さ
れています。 指定するプロトコルのセパレータは、
半角スペースである必要があります。

出力フィルタ情報( プロトコル)

バックエンド FW から事業者管理 VLAN に出力許
可するパケットを指定します。 デフォルトで、
PING,HTTP,HTTPS,TELNET,SSH,RDP,FTP が設定さ
れています。 指定するプロトコルのセパレータは、
半角スペースである必要があります。

フィルタ情報(オプション)

設定不要（未サポート）です。
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表 9-3 テナント管理 VLAN の固有情報
タブ
固有情報

項目名

説明

テナント FW 用 IP アドレス範囲

「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

SSL-VPN 側 IP アドレス範囲

「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

テナント IP アドレス範囲

「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

除外 IP アドレス

「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。
SSL-VPN 装置からテナント管理 VLAN に入力許可
するパケットを指定します。 デフォルトで、
PING,HTTP,HTTPS,TELNET,SSH, RDP,FTP が設定さ
れています。 Firewall 機器に設定したファイア
フォールオブジェクト「websvc」を追加します。 指
定するプロトコルのセパレータは、半角スペースで
ある必要があります。 なお、ファイアフォールオブ
ジェクトの追加手順については『Network
Automation ネットワーク機器セットアップガイド
ファイアウォール FortiGate 版』の 『3.1.2 バックエ
ンド VDOM の作成 - 3. ファイアフォールオブジェ
クトの作成』を参照してください。

フィルタ情報(プロトコル)

テナント LB 用 IP アドレス範囲

「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

SSL-VPN 接続用 IP アドレス範囲

「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

9.4.11 管理グループから機器を削除する
各リソースノードの[装置一覧」タブから登録した装置の右クリックメニューより [機器の削
除(D)]を選択することで各機器を削除することができます。 ただし、装置が使用中の場合は
削除できませんので、使用停止後におこなってください。

9.4.12 リソースグループを削除する
作成した管理グループノードの右クリックメニューより[削除（D）]を選択することで削除す
ることができます。 ただし、装置が使用中の場合は削除できませんので、使用停止後にお
こなってください。

9.4.13 リソースグループにタグを付ける
リソースグループにタグ付けおよび専有タイプを設定することにより、 複数のリソースグ
ループから使用するリソースグループを限定することができます。
• タグ
リソースグループにタグ情報としてキーと値を設定します。 これにより、複数のリ
ソースグループから使用するリソースグループを選択することができます。
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• 専有タイプ
リソースグループに専有/共有を設定します。 専有の設定がされたリソースグループは
直接指定しない限り利用できません。 また、親リソースグループに専有の設定がされ
ている場合、その子以下のリソースグループは全て専有の設定とみなされます (子に共
有の設定がされていても、親以下のリソースグループ以外からは利用できません)。
以下に、リソースグループの構成イメージ例を示します。
図では、タグのキー=サイト、タグの値=東京、大阪、秋葉原、品川としています。

図においてリソースグループ 3(図の青色部分)を専有と設定した場合の、各リソースグルー
プの利用可否を示します。
表 9-3 指定するリソースグループと、利用できるリソース管理グループ
利用できるリソース管理グループ

テナントが指定するリソースグループ
リソースグループ１

Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ

リソースグループ２

Ｄ、Ｅ、Ｆ

リソースグループ３

Ａ、Ｂ、Ｃ

リソースグループ４

Ｄ、Ｅ、Ｆ

リソースグループ５

Ｇ、Ｈ、Ｉ
表 9-4 指定するタグと、利用できるリソース管理グループ
利用できるリソース管理グループ

テナントが指定するタグ
東京

Ｄ、Ｅ、Ｆ

秋葉原

Ａ、Ｂ、Ｃ

品川

Ｄ、Ｅ、Ｆ

大阪

Ｇ、Ｈ、Ｉ

以下に、リソースグループタグ付け方法の説明を示します。
リソースグループの右ペインの「リソースグループ」タブを選択すると、現在の専有タイプ
が表示されます。
項目名

タブ
リソースグループ

専有タイプ
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この画面中の右クリックメニューから「設定値の編集」を選択すると専有タイプの設定画面
が表示されるので、専有タイプを選択します。

リソースグループの右ペインの「タグ」タブを選択すると、現在のタグが表示されます。
タブ

項目名

説明

入力可能文字数

使用可能文字

タグ

キー

タグに付けるキー

1-50 文字

半角英数字、2byte 文字可、"-"、
"_"

値

キーの値

0-50 文字

半角英数字、2byte 文字可、"-"、
"_"

この画面中の右クリックメニューから「タグの追加」を選択するとタグの設定画面が表示さ
れるので、キーと値を入力します。

104

第 9 章 DC リソースビューの設定

右クリックメニューから「タグの削除」を選択すると削除確認画面が表示されるので、ここ
で削除します。
予約語
タグのキーの先頭が「__」(アンダースコア 2 つ)のものを予約語とします。 予約語に続く文
字列をキーに設定することにより特定の意味を持たせることができます。
__に続く文字列

意味

DisplayName[_XX]

サービスポータルがテナント管理者に対して表示
することを目的とした文字列を設定します。 XX
にはロケールを指定します。 XX は省略可能で、省
略された場合はデフォルトで表示する名前となり
ます。
例：__DisplayName_JA=東京、
__DisplayName_EN=tokyo

なお、キーが予約語であるタグを追加または削除する操作を行った場合、 予約語を追加ま
たは削除しようとしている旨の警告メッセージが表示されます。

9.4.14 Count 系命名規則
Count 系命名規則のパラメータについて、カウンタのフォーマットとその設定方法を以下に
示します。 Count 系命名規則のパラメータとは、以下を指します。
設定
機器設定

設定箇所
UNC

パラメータ

既定値

vBridge 命名規則

vBR_<Count:var_vBR>

vBridge 内 IF 命名規則

vBRIF_<Count:var_vBRIF>

vTunnel 命名規則

vTun_<Count:var_vTun>

vTunnel 内 IF 命名規則

vTunIF_<Count:var_vTunIF>
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設定

設定箇所

既定値

vLink 命名規則

vLink_<Count:var_vLink>

テナント
FW

テナント FW 命名規則

TFW<Count:var_TFW>

テナント
LB

テナント LB 命名規則

<TenantID><Count>

PFC

vBridge 命名規則

vBR_<Count:var_vBR>

vBridge 内 vIF 命名規則

vBRIF_<Count:var_vBRIF>

vExternal 命名規則

vTun_<Count:var_vTun>

vExternal 内 vIF 命名規則

vTunIF_<Count:var_vTunIF>

vLink 命名規則

vLink_<Count:var_vLink>

共通グルー [リソース
プ
グループ]
タブ

1.

パラメータ

論理ネットワーク命名規則

カウンタのフォーマット
以下のフォーマットにしたがって、変数毎にカウンタが作成されます。
<Count[:var_変数名][:init_初期値] [:format_値]>
指定方法

パラメータ
var_変数名：

省略*1

「変数名」には、対象機器ごとに割り当てるカウ 可
ンタ値を管理するための識別子を指定します。 (システム内の全機能で共通の
そのため、
「変数名」で指定した識別子は、置換 カウンタが使用されます)
後の名前に現れません。 (機器ごとに「変数名」
を分けても、命名規則の指定によっては、置換
後の名前が同一になる可能性があることに留意
願います。)
最大 16 文字まで指定可能です。17 文字目以降
は無視されます。

init_初期値：

「初期値」の箇所に割り当てるカウンタ値の初期 可
値を指定します。
(0 が指定されたものとします)
0～2000000000 まで指定可能です。

format_値：

「値」の箇所にカウンタ値の桁数を指定します。 可
その桁数に合わせて 0 パディングされます。
(0 パディングされません)
1～10 まで指定可能です。

*1 カッコ内は省略時の動作

2.

カウンタの設定方法
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Manager\bin にある DCResourceCmd.exe

を使用して各カウンタを指定した値に設定できます。0 を指定することで初期化でき
ます。
以下にコマンドおよびオプションを示します。
> DCResourceCmd.exe -count <指定値> [ -var <変数名> ]
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オプション

省略*1

説明

-count：

固定文字列です。指定必須です。

不可

指定値：

変更する設定値を指定します。指定必須です。

不可

0～2000000000 まで指定可能です。
変数名：

初期化する変数名を指定します。

可
(システム内の全機能で共通の
カウンタが初期化されます)

*1 カッコ内は省略時の動作

9.4.15 リソースグループの設定情報を一括取得する
コマンドにより、[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下に登録された各「グループ」
「共通グループ」「管理グループ」の設定情報を取得することができます。
Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -rgexport [<グループノード
名>]
説明

オプション
-rgexport：

固定文字列です。指定必須です。

グループノード 設定情報を取得するグループノード名を[DC リソースビュー]-[リソースグループ]から
名：
の相対パスで指定します。 相対パスが階層になる場合、パスは"/"(スラッシュ)文字で区
切って指定します。 グループノードは「グループ」「共通グループ」「管理グループ」
のことを指します。 省略時は[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下の全グルー
プノードの設定情報を取得します。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは
「C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW」です。

注
1. 本コマンドにより取得できる設定情報は標準出力に出力されるため、必要に応じてリダイレ
クトしてファイルに書き出す必要があります。
2. VLAN 一覧の割り当てとプロビジョニング情報は取得できません。
3. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器の装
置に関する設定情報の取得はサポートしておりません。
4. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延す
る影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)

戻り値とコマンドメッセージ
エラー終了時、コマンド実行結果として、戻り値に対応するメッセージを出力します。
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戻り値
0

メッセージ

説明

メッセージ出力なし

正常終了しました。

Command abnormally terminated.

異常終了しました。

3

Command parameter error.

コマンドに指定した引数に誤りがあります。

4

Failed. Failure send request. ReturnCode=4

広域管理サーバマネージャとの接続に失敗し
ました。

1, 2

Command abnormally terminated. nRetCode=4
5

Command failed in packet transfer.

広域管理サーバマネージャとの通信に失敗し
ました。

6

Command failed because of the manager process.
(retcode=xxx)

広域管理サーバマネージャの処理においてエ
ラーが発生しました。(xxx はエラーコード)

9

Command failed in acquiring configuration mode. 定義モードの取得に失敗しました。

9.4.16 リソースグループの設定情報を一括登録する
コマンドにより、指定したファイルの設定情報を[DC リソースビュー]-[リソースグループ]
配下に登録することができます。
Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -rgimport [<グループノード
名>] <入力ファイル名>
説明

オプション
-rgimport：

固定文字列です。指定必須です。

グループノード <入力ファイル>に定義した設定情報の登録先グループノード名を[DC リソース
名：
ビュー]-[リソースグループ]からの相対パスで指定します。 相対パスが階層になる場
合、パスは"/"(スラッシュ)文字で区切って指定します。 ここでのグループノードは「グ
ループ」
「共通グループ」のことを指します(「管理グループ」は指定できません)。 省略
時は[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下に登録します。
入力ファイル： 登録対象のグループノードの設定情報が定義されているファイル名を絶対パスで指定
します。 入力ファイルは DCResourceCmd.exe -rgexport で取得した設定情報の形式を基
に、必要に応じてカスタマイズして作成してください。 設定情報の各項目については
「付録 C. DC リソースビューのコマンド設定情報（169 ページ）」を参照してください。
指定必須です。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは
「C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW」です。

注
1. <入力ファイル>に定義する各装置は、機器設定で登録・設定されたものである必要がありま
す。
2. 本コマンドは実行時に定義モードを取得するため、監視端末にて定義モードを取得していな
い状態で実行する必要があります。
3. VLAN 一覧の割り当てとプロビジョニング情報は本コマンドで登録できません。
4. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器の装
置に関する設定情報はサポートしておりません。
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5. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延す
る影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)

戻り値とコマンドメッセージ
エラー終了時、コマンド実行結果として、戻り値に対応するメッセージを出力します。
メッセージ

戻り値
0

説明

Command success.

正常終了しました。

Command abnormally terminated.

異常終了しました。

3

Command parameter error.

コマンドに指定した引数に誤りがあります。

4

Failed. Failure send request.

広域管理サーバマネージャとの接続に失敗し
ました。

1, 2

ReturnCode=4 Command abnormally terminated.
nRetCode=4
5

Command failed in packet transfer.

広域管理サーバマネージャとの通信に失敗し
ました。

6

<エラー原因を示すメッセージ>

広域管理サーバマネージャの処理においてエ
ラーが発生しました。(xxx はエラーコード)

Command failed because of the manager process.
(retcode=xxx)
9

Command failed in acquiring configuration mode. 定義モードの取得に失敗しました。

戻り値 6 の場合、<エラー原因を示すメッセージ>として、下記表のメッセージとエラー発生
箇所を出力します。エラー発生個所は入力ファイル内の設定情報を基に出力します。
<エラー原因を示すメッセージ>のメッセージ部

説明

[002]Already Exists Error.

すでに存在しています。

[011]Illegal Environment Error.

動作環境が不正です

[103]Failed to connect to CMDB.

CMDB への接続に失敗しました。

[104]Memory Empty Error.

メモリ不足です。

[105]Failed to select from CMDB.

CMDB への検索処理で異常が発生しました。

[106]Failed to update CMDB.

CMDB への更新処理で異常が発生しました。

[107]Failed to insert into CMDB.

CMDB への追加処理で異常が発生しました。

[108]Input parameter is invalid.

入力パラメータが不正です。コマンドに指定した
入力ファイル内の設定情報を見直してください。

[234]The specified value is out of range.

使用可能 IP アドレス範囲の設定が不正です。

[244]Invalied Controller type.

Controller のタイプ指定が不正です。

[267]Not Found.

選択対象が存在しません。または、すでに存在して
います。

[910]The length of the characters is insufficient.

入力文字数が不足しています。

[911]Exceeds limit length of the characters.

入力可能文字数を超えています。

[912]Unacceptable characters are included.

入力不可文字が含まれています。

[913]The specified value is out of range.

指定値が指定可能範囲を超えています。

[916]Invalid Format Error.

フォーマットが不正です。
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<エラー原因を示すメッセージ>のメッセージ部

説明

[927]Specified IP address is duplicated.

IP アドレスが二重に定義されています。

[928]Total IP count is insufficient.

IP 数が不足しています。

[xxx]An error occurred during processing.

処理中にエラーが発生しました。(xxx はエラー
コード)

エラー時メッセージ出力例
入力ファイル内の定義誤りにより設定情報の登録に失敗した場合のメッセージの例を以下
に説明します。
• 入力ファイルのフォーマットエラー
[916]Invalid Format Error. <Input File>:<Image error>
Command failed because of the manager process. (retcode=108)

入力ファイルのフォーマットが間違っています。 {}や[]、""の対応が正しいこと、","の
設定が正しいことを確認してください。
• 管理グループの登録失敗
[107]Failed
to
insert
into
CMDB.
GroupList.NodeType:"RMG"
NodeName:"test01" UpName:"CG01/GR01" <insert(Group Node)>:<FAILED>
Command failed because of the manager process. (retcode=107)

入力ファイルに定義した管理グループ"test01"の登録に失敗しました。 該当管理グルー
プに管理サーバ名(GroupList[].Summary.Name)が指定されている場合は、管理グループの
VLAN 範囲(GroupList[].MgrGroup.VLANFrom、GroupList[].MgrGroup.VLANTo)の設定を
見直してください。
• エラー発生箇所がないエラー
[108]Input parameter is invalid.
Command failed because of the manager process. (retcode=108)

UNC
装
置
の
LogicalPort
名
(GroupList[].ManagementGroupList[].DeviceList[].DeviceIFList[].Description)が間違ってい
ます。入力ファイルの LogicalPort 名を見直してください。

リソースグループの削除
コマンドにより、[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下に登録したグループノード
の設定情報を一括で削除することができます。
Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。
> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -rgdelete [<グループノード
名>]
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オプション
-rgdelete：

説明
固定文字列です。指定必須です。

グループノード 削除するグループノード名を[DC リソースビュー]-[リソースグループ]からの相対パス
名：
で指定します。相対パスが階層になる場合、パスは"/"(スラッシュ)文字で区切って指定
します。 グループノードは「グループ」「共通グループ」「管理グループ」のことを指
します。 グループノード名を省略した場合は[DC リソースビュー]-[リソースグループ]
配下の全グループノードを対象とします。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは
「C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW」です。

注
1. プロビジョニング情報を含むグループノードの削除はできません。本コマンド実行前に削除
対象のグループノードのプロビジョニング情報を削除しておく必要があります。
2. 本コマンドは実行時に定義モードを取得するため、監視端末にて定義モードを取得していな
い状態で実行する必要があります。
3. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサ
ポートしておりません。
4. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延す
る影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)

9.5 グローバル IP アドレスを設定する
Network Automation はテナントが利用できるグローバル IP アドレス（IPv4/IPv6）を [DC リ
ソースビュー]-[グローバル IP]配下に登録して管理します。
事業者が管理団体から利用を許可されたグローバル IP アドレス/サブネットのレンジを登録
します。

管理対象は以下の範囲を想定します。
• テナント FW の NAT のインターネット側 IP アドレス
• テナント LB のインターネット側 IP アドレス

注
上記以外で必要となるポータルサイトや SSL-VPN のグローバル IP アドレスについては事業者が
個別に管理するものとします。

DC リソースビューを利用することにより、グローバル IP アドレスの登録や状況の表示を行
うことができます。
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9.5.1 IPv4 の登録
IPv4 アドレスは、[DC リソース]-[グローバル IP]-[グローバル IPv4]に登録します。 [グロー
バル IPv4]ノードをクリックし、[リソース IP 一覧]タブを選択します。 [リソース IP 一覧]タ
ブ上で右クリックメニューの[IP の追加(A)]を選択します。 [IPv4 アドレスの指定]画面で、
登録名と IP アドレスを指定します。

払い出す IP アドレスに対して専有タイプとタグ情報を設定することができます。 これによ
り利用できる IP アドレスを限定することができます。
[グローバル IPv4]ノードを選択した際、[プロパティ]タブに専有タイプが表示されます。 プ
ロパティ編集ダイアログにて専有タイプ(共有/専有)を設定することができます。 専有タイ
プについては、 「9.4.13 リソースグループにタグを付ける（102 ページ）」 を参照してくだ
さい。
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また、[グローバル IPv4]ノードを選択時の右ペインに表示される[リソース IP 一覧]の下ペイ
ンに[タグ]タブが表示されます。 画面中で右クリックすることでタグ情報の追加または削
除することができます。 タグ情報を追加することにより、払い出す IP アドレスに、キーと
値を設定することができます。 キーと値については、 「9.4.13 リソースグループにタグを
付ける（102 ページ）」 を参照してください。

9.5.2 IPv6 の登録
IPv6 アドレスは、[DC リソース]-[グローバル IP]-[グローバル IPv6]に登録します。 [グロー
バル IPv6]ノードをクリックし、[リソース IP 一覧]タブを選択します。 [リソース IP 一覧]タ
ブ上で右クリックメニューの[IP の追加(A)]を選択します。 [IPv6 アドレスの指定]画面で、
登録名と IP アドレスを指定します。
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払い出す IP アドレスに対して専有タイプとタグ情報を設定することができます。 これによ
り利用できる IP アドレスを限定することができます。
[グローバル IPv6]ノードを選択した際、[プロパティ]タブに専有タイプが表示されます。 プ
ロパティ編集ダイアログにて専有タイプ(共有/専有)を設定することができます。 専有タイ
プについては、 「9.4.13 リソースグループにタグを付ける（102 ページ）」 を参照してくだ
さい。

また、[グローバル IPv6]ノードを選択時の右ペインに表示される[リソース IP 一覧]の下ペイ
ンに[タグ]タブが表示されます。 画面中で右クリックすることでタグ情報の追加または削
除することができます。 タグ情報を追加することにより、払い出す IP アドレスに、キーと
値を設定することができます。 キーと値については、 「9.4.13 リソースグループにタグを
付ける（102 ページ）」 を参照してください。

9.5.3 IPv4 / IPv6 の削除
「グローバル IPv4」もしくは｢グローバル IPv6｣ノードをクリックし、[リソース IP 一覧]タブ
を選択します。 [リソース IP 一覧]テーブル上で右クリックメニューの[IP の削除(D)]を選択
することで削除することができます。

9.5.4 グローバル IP 運用のシナリオ
グローバル IP を利用するには、以下を実施します。
1.

事業者は公的組織からグローバル IP を取得し、 [DC リソースビュー]-[グローバル IP]
配下の[グローバル IPv4]もしくは[グローバル IPv6]に登録名とともに登録します。
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2.

管理グループにグローバル IP を使用するパブリック VLAN を定義します。

3.

テナント管理者が、(1)で指定したサブネットでパブリック VLAN を作成します

4.

事業者が、作成されたパブリック VLAN のサブネットをインターネットルータに設定
します。

5.

事業者が、払い出されたグローバル IP がテナントに転送されるように、インターネッ
トルータに対してルーティング設定をします。

以下に補足を記載します。
• IPv6 の場合は、テナント管理者がテナント FW に IPv6 の設定を行う必要があります。
• テナントが取得したグローバル IP の返却は、テナント管理者がポータル画面にて返却
するか、 テナント解約後に事業者が Network Automation に対してグローバル IP の返却
を実行します。一部だけの返却はできません。
また、グローバル IP 返却だけではその後もグローバル IP が利用できてしまうため、事
業者がパブリック VLAN を削除します。
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第 10 章
WebSAM SystemManager G の設定
本章では、WebSAM SystemManager G の設定方法について説明します。

目次
10.1 ワークフローを設定する .............................................................................................117
10.2 NW オートメーション機能の環境設定を行う ..........................................................118
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10.1 ワークフローを設定する
ワークフローの機能は、提供しているワークフローテンプレートおよび機種別テンプレート
以外は、企業ネットワークと同じ機能を提供しています。 「4.1 ワークフローを設定する
（19 ページ）」を参照してください。

10.1.1 ワークフロー ID を確認する
「4.1.1 ワークフロー ID を確認する（19 ページ）」を参照してください。

10.1.2 ワークフローテンプレートを利用する
いくつかの典型的な運用について、自動化のためのワークフローテンプレートを用意してい
ます。 これらの利用方法について説明します。
Network Automation には以下のワークフローテンプレートが同梱されています。
内容

シナリオ名

シナリオ ID

テナント NW の作成

CreateTenantNW

50010001

テナント NW 削除

DeleteTenantNW

50010016

VLAN 作成

CreateVLAN

50010002

VLAN 削除

DeleteVLAN

50010018

テナント FW の作成

CreateTenantFW

50010019

テナント FW 更新

UpdateTenantFW

50010009

テナント FW 削除

DeleteTenantFW

50010020

テナント LB の作成

CreateTenantLB

50010003

テナント LB 更新

UpdateTenantLB

50010010

テナント LB 削除

DeleteTenantLB

50010006

SSL-VPN 設定

SettingSSL-VPN

50010004

SSL-VPN 解除

DeleteSSL-VPN

50010017

これらのワークフローテンプレートの詳細については、『Network Automation ワークフロー
テンプレートリファレンス』を参照してください。
なお、ワークフローテンプレートをカスタマイズする際には、いったんエクスポートし、そ
の後インポートして別シナリオを作成して利用することを推奨します。 インストール時に
設定されるシナリオを直接カスタマイズして利用すると、バージョンアップ時に手動の操作
が必要となる場合があります。
インポート・エクスポートの具体的な方法は、『WebSAM SystemManager G マニュアル』の
「シナリオ制御を使用する」-「シナリオを定義する」-「シナリオを作成・保存する」-「シ
ナリオ定義をエクスポートする」および 「シナリオ制御をインポートする」をご確認くだ
さい。
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10.2 NW オートメーション機能の環境設定を行う
10.2.1 NW オートメーション機能とは
「4.2.1 NW オートメーション機能とは（20 ページ）」を参照してください。

10.2.2 機種別テンプレートファイルの一覧
機種別テンプレートファイルは Network Automation インストール時に、広域管理サーバと管
理サーバの下記フォルダに配置されます。
ファイル種別

格納場所

機種別テンプレートファ <インストールフォルダ>\Manager\sg\NWAutomation\
イル

ネットワーク機器制御のワークフローで利用される機種別テンプレートファイルは以下の
通りです。
ファイル名

説明

FW_FortiGate_Template.txt

FortiGate の設定用テンプレート

FW_FortiGate_Template_V4.txt

FortiGate(FortiOS4.X) の設定用テンプレート

FW_FortiGate_Template_V5_0.txt

FortiGate(FortiOS5.0.X) の設定用テンプレート

FW_FortiGate_Template_V5_2.txt

FortiGate(FortiOS5.2.X) の設定用テンプレート

L2SW_Catalyst_Template.txt

Catalyst の設定用テンプレート

LB_A10_Template.txt

A10、Thunder の設定用テンプレート

LB_BIGIP_Template.txt

BIG-IP の設定用テンプレート

PFC_PFC_template.txt

PFC の設定用テンプレート

UNC_UNC_template.txt

UNC の設定用テンプレート

JSON_BFW_map.ini

BFW 設定用のマップファイル

JSON_Common_map.ini

各 NW 装置の設定情報取得用のマップファイル

JSON_CreateVLAN_map.ini

VLAN 作成用のマップファイル

JSON_ForceDelete_map.ini

削除コマンド用のマップファイル

JSON_L2SW_map.ini

L2SW 設定用のマップファイル

JSON_LB_map.ini

LB 設定用のマップファイル

JSON_ManagerName_map.ini

各 NW 装置の MoM 名取得用のマップファイル

JSON_NWCommonScenario_map.ini

NW 装置の数やクラスタグループ数取得用のマップ
ファイル

JSON_PFC_map.ini

PFC 設定用のマップファイル

JSON_ReserveInfo_map.ini

予約情報取得用のマップファイル

JSON_ReturnParameter_map.ini

情報返却用のマップファイル

JSON_SettingGeneralDevice_map.ini

L2SW,Fortigate の設定用のマップファイル

JSON_SettingNWDeviceGroup_map.ini

クラスタグループ用のマップファイル

JSON_SettingRoute_map.ini

ルーティング設定用のマップファイル
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ファイル名

説明

JSON_SSL_map.ini

SSL 設定用のマップファイル

JSON_TFW_map.ini

TFW 設定用のマップファイル

JSON_UNC_map.ini

UNC 設定用のマップファイル

JSON_VlanInfo_map.ini

VLAN 情報返却用のマップファイル
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第 11 章
監視の設定
Network Automation でデータセンターを監視するための設定については、企業ネットワーク
と同じ機能を提供しています。
「第 5 章 監視の設定（24 ページ）」を参照してください。
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第3編
Network Automation を運用する(企業ネッ
トワーク環境)
このセクションでは、Network Automation により企業ネットワークの運用管理を行うための
方法について説明します。

目次
第 12 章 ネットワークの作成と削除 .........................................................................................122
第 13 章 管理サーバの追加と削除 .............................................................................................128
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第 12 章
ネットワークの作成と削除
Network Automation の企業ネットワークの運用において、ネットワークの作成と削除を行い
ます。 本章では、その方法について説明します。

目次
12.1 装置インタフェースおよび FW、LB などを作成する .............................................123
12.2 装置インタフェースおよび FW、LB などを変更する .............................................124
12.3 装置インタフェースおよび FW、LB などを削除する .............................................125
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12.1 装置インタフェースおよび FW、LB などを作成する
ネットワーク作成時に、装置のインタフェースや、ネットワーク内で利用する仮想 FW、LB
などを作成します。
サービスポータルでサービスガバナーを用いて装置インタフェースや FW、LB などを作成
する際の流れは次の通りです。

1.

企業ネットワーク運用者は、必要となる情報を指定して、サービスポータルに作成を
指示します。

2.

サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、インタフェースなどの作成
ワークフローを起動します。 作成ワークフロー API のパラメータには、作成に必要な
情報を記述した作成 API の JSON イメージを指定します。

3.

サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ
ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

12.1.1 サービスポータルに装置インタフェースなどの作成を指示
する
企業ネットワーク運用者は装置インタフェースなどを作成するにあたり、作成に必要な情報
をサービスポータルに入力します。
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指定するパラメータの形式については、
『Network Automation API リファレンス』の各作成用
の API を参照してください。

12.1.2 ワークフローの実行を監視する
サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの完了を待ち合わせます。
また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。
これらの API の仕様については『Network Automation API リファレンス』の 『1.11 ワークフ
ロー実行結果取得 API』および 『1.12 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してくださ
い。

12.2 装置インタフェースおよび FW、LB などを変更する
運用中、必要に応じてインタフェースや仮想 FW、LB などにルーティングやポリシーなど
の設定を行います。
サービスポータルでサービスガバナーを用いて装置インタフェースや FW、LB などを変更
する際の流れは次の通りです。

1.

企業ネットワーク運用者は、必要となる変更内容を指定して、サービスポータルにイ
ンタフェース設定などの変更を指示します。
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2.

サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、設定変更用のワークフロー
を起動します。 設定変更用のワークフロー API のパラメータには、必要な変更内容を
記述した JSON イメージを指定します。

3.

サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ
ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

12.2.1 サービスポータルに装置インタフェースなどの設定変更を
指示する
企業ネットワーク運用者は装置インタフェースや FW、LB の設定・変更を実行するにあた
り、変更に必要な情報をサービスポータルに入力します。
指定するパラメータの形式については、
『Network Automation API リファレンス』の設定変更
用の API を参照してください。

12.2.2 ワークフローの実行を監視する
サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの完了を待ち合わせます。
また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。
これらの API の仕様については『Network Automation API リファレンス』の 『1.11 ワークフ
ロー実行結果取得 API』および 『1.12 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してくださ
い。

12.3 装置インタフェースおよび FW、LB などを削除する
運用中、必要に応じてインタフェースや仮想 FW、LB などにルーティングやポリシーなど
の設定を行います。
サービスポータルでサービスガバナーを用いて装置インタフェースや FW、LB などを削除
する際の流れは次の通りです。

125

第 12 章 ネットワークの作成と削除

1.

企業ネットワーク運用者は、必要となる情報を指定して、サービスポータルに削除を
指示します。

2.

サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、インタフェースなどの削除
ワークフローを起動します。 削除ワークフロー API のパラメータには、必要な情報を
記述したインタフェース削除 API の JSON イメージを指定します。

3.

サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ
ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

12.3.1 サービスポータルに装置インタフェースなどの削除を指示
する
企業ネットワーク運用者は装置インタフェースなどを削除するにあたり、削除に必要な情報
をサービスポータルに入力します。
指定するパラメータの形式については、
『Network Automation API リファレンス』の各削除用
の API を参照してください。

12.3.2 ワークフローの実行を監視する
サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの完了を待ち合わせます。
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また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。
これらの API の仕様については『Network Automation API リファレンス』の 『1.11 ワークフ
ロー実行結果取得 API』および 『1.12 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してくださ
い。
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第 13 章
管理サーバの追加と削除
本章では、Network Automation の管理サーバを追加／削除する方法を説明します。

目次
13.1 管理サーバを追加する .................................................................................................129
13.2 管理サーバを削除する .................................................................................................129
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13.1 管理サーバを追加する
1.

管理サーバをインストールします。
『Network Automation インストレーションガイド』を参照し、管理サーバをインストー
ルしてください。

2.

NW 機器を追加します。
本管理サーバへ NW 機器を追加してください。
登録方法は、各機器の『ネットワーク機器セットアップガイド』および 「3.1.1 装置
の登録（12 ページ）」を参照ください。

13.2 管理サーバを削除する
1.

管理サーバのサービスを停止します。

2.

管理サーバ名を確認します。
以下のファイルをテキストエディタで表示し、管理サーバ名を確認します。
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\MoM\FW\Manager\sg\SysMonMgr.ini
[SelfNode]
HostName=<管理サーバ名>

記載されている、管理サーバ名を控えておきます。
3.

広域管理サーバのデータベース名を確認します。
以下のファイルをテキストエディタで表示し、広域管理サーバのデータベース名を確
認します。
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI
DATABASE_NAME=<広域管理サーバのデータベース名>

記載されている、広域管理サーバのデータベース名を控えておきます。
4.

広域管理サーバにログインし、コマンドプロンプトより以下のコマンドを実行します。
> osql /S localhost\FWCMDB /E /d <広域管理サーバのデータベース名>
> delete from __ManagerHierarchy where p_SelfName = '<管理サーバ名>'

5.

広域管理サーバのサービス「WebSAM UMF OperationsManager_101」の再起動を行いま
す。

6.

管理サーバを撤去します。『Network Automation インストレーションガイド』の『4.2.3
管理サーバをアンインストールする』 の手順を行い、管理サーバのアンインストール
と広域管理サーバ上で構成情報の更新を実施してください。

7.

サービスガバナ―の設定が残っている場合は、削除します。
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C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Tomcat\conf\vdcapi.properties
上記ファイルの"vdc.manager1.host=…"の行を削除します。
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第4編
Network Automation を運用する(データセ
ンター環境)
このセクションでは、Network Automation によりデータセンターの運用管理を行うための方
法について説明します。

目次
第 14 章 テナント NW リソースの作成と削除 .........................................................................132
第 15 章 管理サーバの追加と削除 .............................................................................................148
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第 14 章
テナント NW リソースの作成と削除
テナント契約時および解約時にテナント NW や VLAN などのネットワークリソースをテナ
ントに作成、削除します。 本章では、その方法について説明します。

目次
14.1 テナント NW を作成する ............................................................................................133
14.2 業務 VLAN および任意の NW リソースを作成する.................................................141
14.3 FW、LB 等の NW リソースを変更する .....................................................................144
14.4 業務 VLAN および任意の NW リソースを削除する.................................................145
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14.1 テナント NW を作成する
サービスポータルでサービスガバナーを用いてテナント NW を作成する際の流れは次の通
りです。

1.

IaaS 事業者は、必要となる NW リソースを指定して、サービスポータルに NW の作成
を指示します。

2.

サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、NW 作成ワークフローを起
動します。 NW 作成ワークフロー API のパラメータには、必要な NW リソースを記述
した NW 作成 API の JSON イメージを指定します。

3.

サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ
ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

14.1.1 サービスポータルにテナント NW 作成を指示する
IaaS 事業者はテナント NW を作成するにあたり、次の情報をサービスポータルに入力しま
す。
• NW 作成 API のパラメータで指定する NW リソース情報
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.1 テナント NW 作成』を参照してください。
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14.1.2 リソースグループを選択する
テナント NW を作成する場合、リソースグループまたはリソース管理グループを選択する必
要があります。
リソースグループを選択した場合、指定されたリソースグループ配下のリソース管理グルー
プから選択されます。
指定したリソースグループの配下に複数のリソースグループが存在する場合、サービスガバ
ナーが自動的にリソースグループを選択します。
サービスガバナーが自動的にリソースグループを選択する流れは次の通りです。
1.

サービスガバナーは指定されたリソースグループ配下の全てのリソースグループのリ
ストアップを行います。
ただし、リソースグループの種別が”占有”となっているリソース管理グループはリ
ストアップの対象から除外されます。
リソースグループの種別が”占有”となっているリソースグループを利用する場合は、
サービスポータルから明示的に指定する必要があります。

2.

サービスガバナーは 1 でリストアップされたリソースグループのうち、リソース管理
グループを保有するリソースグループのみに絞り込みます。

3.

指定されたタグ情報の観点でリソースグループの絞り込みおよび優先度付を行いま
す。

自動選択時に設定可能なルール一覧は以下の通りです。
説明

パラメータ
TagRule

3 のステップに該当します。本ルールでは、リクエストされたタグ情報に合致
するリソースグループの抽出を行います。
指定可能なパラメータについては『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.17 タグ指定種別』を参照してください。

SameGroupRule

既にテナントに割あたっている管理グループとは別の管理グループを利用す
る場合、 既に割あたっている管理グループが所属するリソースグループを優
先的に選択します。

14.1.3 リソース管理グループを選択する
テナント NW を作成する場合、リソース管理グループを選択する必要があります。
リソース管理グループの選択には 2 通りの方法があります。
• サービスポータルからリソース管理グループを直接指定する
リソース管理グループを明示的に指定したい場合は、サービスポータルからリソース管
理グループを指定してください。
• サービスガバナーの自動選択機能にて自動でリソース管理グループを選択する
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サービスポータルからリソース管理グループを明示的に指定しない場合、サービスガバ
ナーが自動的にリソース管理グループを選択します。
サービスガバナーが自動的にリソース管理グループを選択する流れは次の通りです。

1.

サービスガバナーはデータセンターに管理されている全てのリソース管理グルー
プのリストアップを行います。
ただし、リソース管理グループの種別が"占有"となっているリソース管理グルー
プはリストアップの対象から除外されます。
リソース管理グループの種別が"占有"となっているリソース管理グループを利用
する場合は、サービスポータルから明示的に指定する必要があります。

2.

サービスガバナーは①でリストアップされたリソース管理グループを、リソース
管理グループに設定されている"優先度"の高い順に並び替えを行います。
3 以降の工程は、"優先度"が同一のリソース管理グループ毎に選択処理を行い、
テナント NW を作成可能なリソース管理グループが見つかった時点で自動選択
処理を終了します。
後述の設定により、”優先度”ではなく、利用可能リソース量の大きい順に並び替
える事も可能です。

3.

利用可能な NW リソースの観点で、リソース管理グループの絞り込みを行いま
す。
NW リソースの種別は、下記の通りです。
- FW
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- LB
各 NW リソースおよびリソース管理グループ毎に利用可能数に対する閾値を設
定する事が可能です。
サービスガバナーでは、各リソース管理グループおよび各 NW リソース毎に設定
された閾値をチェックし、利用可能 NW リソース数が閾値を下回っている場合は
当該のリソース管理グループが選択の対象から除外されます。
4.

利用可能な VLAN 数の観点で、リソース管理グループの絞り込みを行います。
VLAN の種別は、下記の通りです。
- ManagementVLAN
- TenantVLAN
- BusinessVLAN
- PublicVLAN
- WANServiceVLAN
各 VLAN およびリソース管理グループ毎に利用可能数に対する閾値を設定する
事が可能です。
サービスガバナーでは、各リソース管理グループおよび各 VLAN 毎に設定された
閾値をチェックし、利用可能 VLAN 数が閾値を下回っている場合は当該のリソー
ス管理グループが選択の対象から除外されます。
リソース管理グループの閾値を 0 に設定した場合、当該のリソース管理グループ
の当該 VLAN は閾値チェックをパスします。

サービスガバナーの自動選択機能設定パラメータについては、サービスガバナーの自動選択
処理でオプションの設定が可能です。
設定ファイルの格納場所は下記の通りです。
インストール先フォルダを既定値から変更している場合は適宜読み替えてください。

注
設定ファイルを編集または新規作成した場合は下記コマンドにて設定を反映してください。
> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Tools"
> vDCTool.bat properties reload

• 自動選択機能のオプション設定範囲
サービスガバナーの自動選択機能のオプションは、最上位のリソースグループ単位で設
定可能です。
リソースグループにオプションの設定が無い場合は、デフォルトのオプション設定が適
用されます。
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デフォルトの設定ファイルは下記の通りです。
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\Tomcat\conf\vdcplugins\default.plugins
リソースグループ毎の設定ファイルは下記の通りです。
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\Tomcat\conf\vdcplugins\[任意のファイル名].plugins
[任意のファイル名].plugins は当該の設定ファイルの適用範囲を記載する必要がありま
す。
パラメータ
vdc.target.name

設定可能値

説明

最上位のリソース 適用したいグループが複数ある場合は、カンマ区切りで 1
グループ名
行に複数記載してください。

• リソース管理グループの検索順についての設定
パラメータ

設定可能値

vdc.dcresource.orde Priority
r
FreeResource

説明
リソース管理グループの検索順を設定します。
Priority が設定された場合、優先度が高い順にテナント NW
を作成可能なリソース管理グループを検索します。
FreeResource が設定された場合、空リソース量が大きい順
にテナント NW を作成可能なリソース管理グループを検索
します。

• 自動選択時に利用する絞り込みルールと絞り込み順の設定
パラメータ
vdc.dcresource.rule

設定可能値
後述の絞り込み
ルール名

説明
本項目に記載された絞り込みルールが自動選択時に実行さ
れます。
複数の絞り込みルールを適用する場合は、カンマ区切りで
1 行に記載してください。
絞り込みルールは本項目に記載されている順序に従って適
用されます。

• 自動選択時に設定可能なルール一覧
説明

パラメータ
NWDeviceThresholdRule 3 のステップに該当します。

本ルールでは、NW リソースの空き容量観点での絞り込みを行います。
本ルールは、FWThresholdRule、LBThresholdRule、BFWThresholdRule、
SSLThresholdRule を包含しています。
利用予定のない NW リソースのみ閾値チェックしないようにするために
は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定してください。
BFWThresholdRule*1

本ルールでは、BackEndFW の有無の観点での絞り込みを行います。
BFW 装置が無い環境では本ルールの適用を解除してください。

SSLThresholdRule*1

本ルールでは、SSL の有無の観点での絞り込みを行います。
SSL 装置が無い環境では本ルールの適用を解除してください。

FWThresholdRule*1

③のステップに該当します。
本ルールでは、テナント FW の空き容量観点での絞り込みを行います。
本ルールを適用しない場合、テナント FW の閾値チェックが実行されませ
ん。
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パラメータ

説明
閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

LBThresholdRule*1

③のステップに該当します。
本ルールでは、テナント LB の空き容量観点での絞り込みを行います。
本ルールを適用しない場合、テナント LB の閾値チェックが実行されませ
ん。
閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

VLANThresholdRule

④のステップに該当します。
本ルールでは、各 VLAN の空き容量観点での絞り込みを行います。
本ルールは、ManagementVLANThresholdRule、TenantVLANThresholdRule、
BusinessVLANThresholdRule、WANServiceVLANThresholdRule、
PublicVLANThresholdRule を包含します。
本ルールを適用しない場合、全ての空 VLAN 数の閾値チェックが実行され
ません。
利用予定のない VLAN のみ閾値チェックしないようにするためには、リ
ソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定してください。

ManagementVLANThres ④のステップに該当します。
holdRule*2
本ルールでは、事業者管理 VLAN の空き容量観点での絞り込みを行いま
す。
本ルールを適用しない場合、事業者管理 VLAN 数の閾値チェックが実行さ
れません。
閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。
TenantVLANThresholdR ④のステップに該当します。
ule*2
本ルールでは、テナント管理 VLAN の空き容量観点での絞り込みを行いま
す。
本ルールを適用しない場合、テナント管理 VLAN 数の閾値チェックが実行
されません。
閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。
BusinessVLANThreshold ④のステップに該当します。
Rule*2
本ルールでは、業務 VLAN の空き容量観点での絞り込みを行います。
本ルールを適用しない場合、業務 VLAN 数の閾値チェックが実行されませ
ん。
閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。
WANServiceVLANThres ④のステップに該当します。
holdRule*2
本ルールでは、WAN サービス VLAN の空き容量観点での絞り込みを行い
ます。
本ルールを適用しない場合、WAN サービス VLAN 数の閾値チェックが実
行されません。
閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。
PublicVLANThresholdR
ule*2

④のステップに該当します。
本ルールでは、パブリック VLAN の空き容量観点での絞り込みを行いま
す。
本ルールを適用しない場合、パブリック VLAN 数の閾値チェックが実行さ
れません。
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パラメータ

説明
閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

ResourceThresholdRule

(注：Network Automation では、本ルールは利用しません。)
本ルールでは、各リソースの空き容量観点での絞り込みを行います。
本ルールを適用しない場合、全ての空リソース量の閾値チェックが実行さ
れません。
利用予定のない VLAN のみ閾値チェックしないようにするためには、リ
ソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定してください。

MaxEmptyResourceRule

(注：Network Automation では、本ルールは利用しません。)
本ルールでは、抽出対象のリソース管理グループのうち最も空リソース量
が多いリソース管理グループを抽出します。
空リソース量は、CPU、Memory、ストレージ容量、VM 数の空リソースを
総合的に計算します。
本ルールでは各リソース管理グループの空リソース量に対して、設定され
たスペックのリソースが何セット作成可能かを判断します。
例）
• >model.cpunum=1
• リソース管理グループ A … 空 CPU 数 50
• リソース管理グループ B … 空 CPU 数 70
の場合、CPU のスペック収容数は
リソース管理グループ A が 50
リソース管理グループ B が 70
と計算されます。
この計算を後述のその他のリソースにも適用します。
• model.mem が 1024
• リソース管理グループ A … 空メモリが 10240
• リソース管理グループ B… 空 CPU 数 5120
の場合、
リソース管理グループ A が 10
リソース管理グループ B が 5
と計算されます。
CPU とメモリを総合すると、リソース管理グループ A の方が収容スペック
数が大きい為、リソース管理グループ A が選択されます。

LunResourceThresholdR
ule

(注：Network Automation では、本ルールは利用しません。) 本ルールでは、
LUN の空き容量観点での絞り込みを行います。
LUN に関しては、DC リソースビューでは閾値設定できません。
後述の方法で設定をしてください。

VLANAlreadyExpanded
Rule

EnoughForVLANProvisi
onRule

UnderControlMoMRule

本ルールでは、拡張が必要な VLAN 数の観点での絞り込みを行います。
既にテナントに割あたっている管理グループとは別の管理グループを利
用する場合、拡張する VLAN 数が少ない管理グループを優先的に選択しま
す。
本ルールでは、拡張が必要な VLAN 数の観点での絞り込みを行います。
既にテナントに割あたっている管理グループとは別の管理グループを利
用する場合、拡張対象の VLAN が確保できる管理グループのみに絞り込み
を行います。
(注：Network Automation では、本ルールは利用しません。) vdcapi.propertie
に記載されている MoM に属する管理グループのみに絞り込みを行いま
す。
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パラメータ

説明

MaxEmptyLB

LB 作成時に LB の残量が多い管理グループが優先的に採用されるように
優先度づけします。

MaxEmptyTenantFW

TenantFW 作成時に TenantFW の残量が多い管理グループが優先的に採用
されるように優先度づけをします。

MinUsedBackendFWRul
e

テナント NW 作成時に BackendFW の使用数が少ない管理グループが優先
的に採用されるように優先度づけします。

MinUsedSSLRule

SSL の使用数が少ない管理グループが優先的に採用されるように優先度
づけします。

VersionManagement

リクエスト時に指定された X-UMF-API-VERSION に対応した管理グルー
プのみに絞り込みを行います。

*1 本ルールは NWDeviceThresholdRule に包含されています。
*2 本ルールは VLANThresholdRule に包含されています。

• MaxEmptyResourceRule 利用時の空リソース計算設定
パラメータ

設定可能値

説明

model.cpunum

1~2147483647

MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（CPU 数）の設定値

model.mem

1~2147483647

MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（メモリ量）の設定値です。

model.storage

1~2147483647

MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（ストレージ容量）の設定値です。

model.vmnum

1~2147483647

MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（VM 数）の設定値です。

model.vlan

1~2147483647

MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（VLAN 数）の設定値です。

• LunResourceThresholdRule 利用時の閾値設定
パラメータ

設定可能値

lun.threshold.GBsiz 1~2147483647
e

説明
LUN の利用可能量に対する閾値
利用済みの LUN の容量が閾値を超過した場合に、自動選択
の対象外となります。

14.1.4 ワークフローの実行を監視する
サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの完了を待ち合わせます。
また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。
これらの API の仕様については『Network Automation API リファレンス』の 『1.11 ワークフ
ロー実行結果取得 API』および 『1.12 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してくださ
い。
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14.2 業務 VLAN および任意の NW リソースを作成する
サービスポータルでサービスガバナーを用いて業務 VLAN およびその他の NW リソースを
作成する際の流れは次の通りです。

1.

IaaS 事業者は、必要となる NW リソースを指定して、サービスポータルに NW の作成
を指示します。

2.

サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、NW 作成ワークフローを起
動します。 NW 作成ワークフロー API のパラメータには、必要な NW リソースを記述
した NW 作成 API の JSON イメージを指定します。

3.

サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ
ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

14.2.1 サービスポータルに任意の NW リソース作成を指示する
IaaS 事業者はテナント NW を作成するにあたり、次の情報をサービスポータルに入力しま
す。
• テナント FW 作成で指定する NW リソース情報
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.3 テナント FW 作成』を参照してください。
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作成されたテナント FW のテナント管理 VLAN の IP アドレスは以下の方法で確認し、
テナント管理者に通知してください。
1.

[統合トポロジビュー]-[論理ビュー]からテナントを選択する。

2.

VLAN 一覧タブを選択する。

3.

VLAN 種別の「テナント管理 VLAN」を選択する

4.

下ペインの装置一覧タブを選択する

5.

機器タイプが TFW の行の「FW/LB IP アドレス」を確認する。

• テナント LB 作成で指定する NW リソース情報
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.6 テナント LB 作成』を参照してください。
作成されたテナント LB のテナント管理 VLAN の IP アドレスは以下の方法で確認し、
テナント管理者に通知してください。
1.

[統合トポロジビュー]-[論理ビュー]からテナントを選択する。

2.

VLAN 一覧タブを選択する。

3.

VLAN 種別の「テナント管理 VLAN」を選択する

4.

下ペインの装置一覧タブを選択する

5.

機器タイプが LB または ClusterG/LB の行の「FW/LB IP アドレス」を確認する。

• SSL 設定で指定する NW リソース情報
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.9 SSL-VPN 設定』を参照してください。
SSL-VPN を使用する場合は、SSL-VPN と同じ管理グループにテナント FW が存在して
いる必要があります。 SSL-VPN 作成時は、テナント FW を払い出す、または払い出し
たリソースグループ/管理グループを指定してください。
テナント FW が作成されたリソースグループ/管理グループは、テナント FW 作成 API
のレスポンスで確認出来ますが、API のレスポンスを使用しない場合は、IaaS 事業者が
以下のいずれかの方法で確認をし、テナント管理者に通知してください。
- テ ナ ン ト FW 作 成 の シ ナ リ オ 実 行 結 果 の ロ ー カ ル オ ブ ジ ェ ク ト を 参 照 し 、
「ResourceGroupName」にあるグループ名を確認する。
- 以下の手順で確認をする。
1.

[統合トポロジビュー]-[論理ビュー]からテナントを選択する。

2.

VLAN 一覧タブを選択する。

3.

VLAN 種別のテナント管理 VLAN を選択する。

4.

下ペインの装置一覧タブを選択する。

5.

機器タイプに TFW があることを確認する
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6.

TFW が存在した場合は、テナント FW が払い出されているため、3 のテナン
ト管理 VLAN にある「管理グループ」を確認する。

• 業務 VLAN 作成で指定する NW リソース情報
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.11 業務 VLAN 作成』を参照してください。
• パブリック VLAN 作成で指定する NW リソース情報
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.13 パブリック VLAN 作成』を参照してください。
• WAN 作成で指定する NW リソース情報
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.15 WAN 作成』を参照してください。

14.2.2 リソース管理グループを選択する
テナント NW を作成する場合、リソース管理グループを選択する必要があります。
リソース管理グループの選択には 2 通りの方法があります。
• サービスポータルからリソース管理グループを直接指定する
リソース管理グループを明示的に指定したい場合は、サービスポータルからリソース管
理グループを指定してください。
また指定するリソース管理グループはテナント NW 作成済みのリソース管理グループ
を指定してください。
• サービスガバナーの自動選択機能にて自動でリソース管理グループを選択する
サービスポータルからリソース管理グループを指定しない場合、サービスガバナーが自
動的に テナント NW 作成済みのリソース管理グループを選択し、指定の NW リソース
を払い出します。

14.2.3 ワークフローの実行を監視する
サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの完了を待ち合わせます。
また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。
これらの API の仕様については『Network Automation API リファレンス』の 『1.11 ワークフ
ロー実行結果取得 API』および 『1.12 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してくださ
い。
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14.3 FW、LB 等の NW リソースを変更する
サービスポータルでサービスガバナーを用いて業務 VLAN およびその他の NW リソースを
作成する際の流れは次の通りです。

1.

IaaS 事業者は、必要となる NW リソースを指定して、サービスポータルに NW リソー
スの変更を指示します。

2.

サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、NW 作成ワークフローを起
動します。 NW 変更ワークフロー API のパラメータには、必要な NW リソースを記述
した NW 変更 API の JSON イメージを指定します。

3.

サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ
ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

14.3.1 サービスポータルに NW リソースの変更を指示する
IaaS 事業者は NW リソースの設定・変更を実行するにあたり、次の情報をサービスポータル
に入力します。
• テナント FW 更新で指定する NW リソース情報
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.4 テナント FW 更新』を参照してください。
• テナント LB 更新で指定する NW リソース情報
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指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス』の
『2.4.7 テナント LB 更新』を参照してください。

14.3.2 ワークフローの実行を監視する
サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの完了を待ち合わせます。
また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。
これらの API の仕様については『Network Automation API リファレンス』の 『1.11 ワークフ
ロー実行結果取得 API』および 『1.12 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してくださ
い。

14.4 業務 VLAN および任意の NW リソースを削除する
サービスポータルでサービスガバナーを用いて業務 VLAN およびその他の NW リソースを
削除する際の流れは次の通りです。

1.

IaaS 事業者は、必要となる NW リソースを指定して、サービスポータルに NW リソー
スの削除を指示します。

2.

サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、NW 削除ワークフローを起
動します。 NW 削除ワークフロー API のパラメータには、必要な NW リソースを記述
した NW 削除 API の JSON イメージを指定します。
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3.

サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ
ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

14.4.1 サービスポータルにテナント NW 削除を指示する
IaaS 事業者はテナント NW を削除するにあたり、次の情報をサービスポータルに入力しま
す。
• テナント NW 削除で指定する NW リソース情報
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス」の』
『2.4.2 テナント NW 削除』を参照してください。
• テナント FW 削除で指定する NW リソース情報。
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス」の』
『2.4.5 テナント FW 削除』を参照してください。
• テナント LB 削除で指定する NW リソース情報。
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス」の』
『2.4.8 テナント LB 削除』を参照してください。
• SSL 解除で指定する NW リソース情報。
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス」の』
『2.4.10 SSL-VPN 解除』を参照してください。
• 業務 VLAN 削除で指定する NW リソース情報。
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス」の』
『2.4.12 業務 VLAN 削除』を参照してください。
• パブリック VLAN 削除で指定する NW リソース情報。
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス」の』
『2.4.14 パブリック VLAN 削除』を参照してください。
• WAN 削除で指定する NW リソース情報。
指定するパラメータの形式については、『Network Automation API リファレンス」の』
『2.4.16 WAN 削除』を参照してください。

14.4.2 ワークフローの実行を監視する
サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ
ローの完了を待ち合わせます。
また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。
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これらの API の仕様については『Network Automation API リファレンス』の 『1.11 ワークフ
ロー実行結果取得 API』および 『1.12 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してくださ
い。
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第 15 章
管理サーバの追加と削除
本章では、Network Automation の管理サーバを追加／削除する方法を説明します。

目次
15.1 管理サーバを追加する .................................................................................................149
15.2 管理サーバを削除する .................................................................................................149

148

第 15 章 管理サーバの追加と削除

15.1 管理サーバを追加する
「13.1 管理サーバを追加する（129 ページ）」を参照してください。
また、上記に加えて下記を追加で実施してください。
1.

追加した NW 機器を DC リソースビューに登録します。
登録方法は、「9.3 機器設定を設定する（40 ページ）」を参照ください。

2.

必要に応じて、管理グループを追加作成します。
追加した NW 機器を利用して管理グループを追加作成します。
作成方法は、「9.4.6 管理グループを定義する（共通グループノード配下でない場合）
（82 ページ）」、 もしくは「9.4.7 管理グループを定義する（共通グループノード配下
の場合）（91 ページ）」を参照ください。

15.2 管理サーバを削除する
注
管理サーバを削除する前に、削除対象の管理サーバが管理する NW 機器を管理グループからすべ
て削除してください。 また、削除対象のリソース管理グループを利用しているテナントがいない
状態にしてください。

「13.2 管理サーバを削除する（129 ページ）」を参照してください。
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第5編
Network Automation をメンテナンスする
このセクションでは、Network Automation の保守を行うための方法について説明します。

目次
第 16 章 障害対応・障害通知 .....................................................................................................151
第 17 章 監査 ................................................................................................................................154
第 18 章 バックアップ・リストア .............................................................................................156
第 19 章 ログの採取.....................................................................................................................165
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第 16 章
障害対応・障害通知
本章では、システム障害通知および障害対応の機能について説明します。

目次
16.1 障害対応 ........................................................................................................................152
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16.1 障害対応
Network Automation では、システム内のハードウェア/ソフトウェアのメッセージを一元管理
し照会する機能を提供します。

この機能を用いて、以下の流れで障害対応を行います。
1.

障害の検出

2.

障害メッセージの通知

3.

影響範囲の特定

4.

関係者への通知

5.

障害の調査・対処

6.

障害メッセージを対応済みにする

上記のフローは、標準的な障害対応フローとなります。 お客様の運用ルールに応じた障害
対応フローを設定してください。以下、それぞれについて内容を説明します。
1.

障害の検出
各監視対象の監視設定に従い、障害を検出します。 この時、SystemManager G マネー
ジャのビジネスビュー機能で異常メッセージを確認する事が出来ます。

2.

障害メッセージの通知
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特定のメッセージ、状態変化が発生した場合に、あらかじめ登録された設定で通報を
行い、オペレータに通知します。 通報機能には以下の機能があります。 設定方法の詳
細については、『SystemManager G マニュアル』の『通報を行う』を確認ください。
設定できる通報は以下の 3 種類です。
• 電子メール通報
指定した電子メールアドレスへ障害の内容をメールします。
• パトライト通報
パトライトによる通報を行います。
• アクション通報
あらかじめ登録されたコマンドを実行します。
3.

影響範囲の特定
障害メッセージを確認し、影響のあるテナントを割り出します。

4.

関係者への通知
テナント管理者や、障害発生機器担当者などの関係者へ電話等で通知し、障害の一報
と対処依頼を行います。

5.

障害の調査・対処
障害発生機器担当者が、障害の調査と対処を行います。

6.

障害メッセージを対応済みにする
障害が復旧したことが確認できたら、メッセージを右クリックし[確認]を選択しま
す。 こうする事によって、このメッセージは非表示になります。
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第 17 章
監査
本章では、Network Automation の操作や処理履歴を確認する方法について説明します。

目次
17.1 SystemManager G コンポーネント、Netvisor Pro V コンポーネントの操作、処理履歴
を確認する ......................................................................................................................155
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17.1 SystemManager G コンポーネント、Netvisor Pro V コンポー
ネントの操作、処理履歴を確認する
SystemManager G コンポーネント、NetvisorPro V コンポーネントに対して、 監視画面／マ
ネージャ上で行われた操作および自動実行された処理はログとして記録されています。
このログは以下の種類ごとに管理されています。
内容

種類
アプリケーション

アプリケーションが出力するオーディットログ。
ツリービュー上のタブのどれにも含まれないものなど、該当するカテゴリがない場
合はこのカテゴリに出力されます。

セキュリティ

ユーザ管理機能が出力するオーディットログ。

システム

ツリービュー上のシステムタブに分類されるサービスが出力するオーディットロ
グ。

オーディットログ

オーディットログ機能自身のオーディットログ

このログは、オーディットログと呼ばれる機能で参照する事ができます。監査時にはこちら
を確認してください。
オーディットログの参照は、監視画面上のツリーから、[オーディットログ]をクリックして
ください。詳細については、各製品のマニュアルを参照してください。
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第 18 章
バックアップ・リストア
本章では、Network Automation によるバックアップとリストアについて説明します。

目次
18.1 Network Automation のバックアップ・リストアを行う............................................157
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18.1 Network Automation のバックアップ・リストアを行う
Network Automation は、オフラインのフルバックアップ・リストアをサポートします。 以下
の手順を参照し、各機能のオフラインバックアップ・リストアを実施してください。

18.1.1 広域管理サーバのバックアップ・リストア
• SystemManager G のバックアップ・リストア
SystemManager G の バ ッ ク ア ッ プ ・ リ ス ト ア の 手 順 に つ い て は 、 『 WebSAM
SystemManager G マ ニ ュ ア ル (CHM) - メ ン テ ナ ン ス 』 の 手 順 を 実 行 し ま す 。
SystemManager G のヘルプファイルは、以下に格納されています。
<インストール DVD>:\doc\SysMgrG\SystemManagerG.chm

注
『WebSAM SystemManager G マニュアル (CHM) - メンテナンス』の 以下の記載(コマンドによ
るオンラインバックアップ)は参照しないでください。
-

マネージャの定義データのバックアップについては、コマンドが用意されています。コ
マンドリファレンスの、各種コマンドについてを参照してください。

SystemManager G のインストールフォルダは、ご使用の環境に合わせて作業を実施して
ください。既定値は以下です。
- C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Manager
- C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW_share\Manager
SystemManager G が使用するデータベースもバックアップ・リストアする必要がありま
す。 バックアップ・リストアの手順については、 「18.1.3 データベースのバックアッ
プ・リストア（159 ページ）」 を参照してください。
• サービスガバナーのバックアップ
下記のファイル/フォルダをバックアップしてください。
- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf
- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\FrameworkPlugins
- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\vDCApiKey.jks
- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\webapps\umf.war
<インストールフォルダ>は、サービスガバナーのインストール先になります。
デフォルトの場合は以下です。
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM
また、インストール時に「Tomcat の SSL 設定」を行った場合は、server.xml に指定した
キーストアファイルもバックアップしてください。
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• サービスガバナーのリストア
1.

以下のサービスを停止してください。
- Apache Tomcat 8.0 ServiceGovernor

2.

以下のファイルをバックアップ先からリストアしてください。
- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf
- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\FrameworkPlugins
- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\vDCApiKey.jks
- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\webapps\umf.war
また、インストール時に「Tomcat の SSL 設定」を行っており、キーストアファイ
ルをバックアップしている場合は、キーストアファイルをリストアしてください。

3.

以下のサービスを起動してください。
- Apache Tomcat 8.0 ServiceGovernor

18.1.2 管理サーバのバックアップ・リストア
• SystemManager G のバックアップ・リストア
SystemManager G の バ ッ ク ア ッ プ ・ リ ス ト ア の 手 順 に つ い て は 、 『 WebSAM
SystemManager G マ ニ ュ ア ル (CHM) - メ ン テ ナ ン ス 』 の 手 順 を 実 行 し ま す 。
SystemManager G のヘルプファイルは、以下に格納されています。
<インストール DVD>:\doc\SysMgrG\SystemManagerG.chm

注
『WebSAM SystemManager G マニュアル (CHM) - メンテナンス』の 以下の記載(コマンドによ
るオンラインバックアップ)は参照しないでください。
-

マネージャの定義データのバックアップについては、コマンドが用意されています。コ
マンドリファレンスの、各種コマンドについてを参照してください。

SystemManager G のインストールフォルダは、ご使用の環境に合わせて作業を実施して
ください。既定値は以下です。
- C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\MoM\FW\Manager
- C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\MoM\FW_share\Manager
SystemManager G が使用するデータベースもバックアップ・リストアする必要がありま
す。 バックアップ・リストアの手順については、 「18.1.3 データベースのバックアッ
プ・リストア（159 ページ）」 を参照してください。
• NetvisorPro V のバックアップ・リストア
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NetvisorPro V のバックアップ・リストアの手順については、『WebSAM NetvisorPro V
セットアップガイド』を参照します。 ドキュメントは、以下に格納されています。
<インストール DVD>:\doc\NvPRO\NvPRO_CS_setup_win.pdf
ドキュメントに記載されているデータベースのうち、バックアップが必要なデータベー
スは障害管理データベースのみです。 構成管理データベース、sFlow データベースは
バックアップ不要です。
インストール時に NetvisorProV 独自 DB 種別で「外部」（既定値）を指定した場合は、
『付録 A 外部データベース（SQL Server）』の『A.5 データベースのバックアップ・リス
トア』を参照してください。 「内部」を指定した場合は、『11 バックアップ・リスト
ア』を参照してください。
NetvisorProV のインストールフォルダは、ご使用の環境に合わせて作業を実施してくだ
さい。既定値は以下です。
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\MoM\FW\Manager
リストアを実行する際は、『A.5.2 リストア手順』の手順 9 以降は不要です。

18.1.3 データベースのバックアップ・リストア
• SystemManager G のバックアップ・リストア
SystemManager G のデータベース(SQL Server)上に格納されているデータのバックアッ
プ・リストアについて、記載します。
Network Automation の SystemManager G で使用する SQL Server のデータベースは、 完
全復旧モデル(復旧モデルについての詳細は、SQL Server のマニュアル等をご参照くだ
さい)での運用を推奨いたします。 完全復旧モデルで運用する場合、データベースの
バックアップの他にトランザクションログのバックアップを随時行わないと、 トラン
ザクションログが肥大化しディスク容量を圧迫する事態が生じる可能性があります。
後述する「トランザクションログのバックアップ手順」を Windows のタスクスケジュー
ラ等を使用して 1 日 1 回以上は実行するように運用してください。
各管理サーバと同じサーバ上でデータベースが動作している場合(ローカルサーバ)は
各管理サーバ上で下記の手順を実施します。 各管理サーバと別のサーバ上でデータ
ベースが動作している場合(リモート DB サーバ)は DB サーバ上で下記の手順を実施し
ます。
- データベースのバックアップ手順
1.

各サービスの停止
デ ー タ ベ ー ス を 使 用 す る サ ー ビ ス (SystemManager G マ ネ ー ジ ャ 、
NetvisorProV マネージャ)を停止してください。
データベース(SQL Server)サービスは起動しておいてください。
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2.

データベースバックアップコマンドの実行(
「FWCMDB」インスタンスでの実
行例)
* インスタンス名：
「FWCMDB」
（インストール時に指定した名前を指定し
ます）
* データベース名：「GM_hostname」（インストール時に指定した名前を指
定します）
バックアップセットファイルは、「<データベース名>.bak」と指定します。
バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップフォルダ
配下に作成されます。
( 既 定 値 と し て は 「 <SQL Server
\MSSQL12.FWCMDB\MSSQL\Backup」)

のインストールフォルダ>

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "BACKUP DATABASE GM_hostname
TO
DISK= ’ GM_hostname.bak ’
WITH
FORMAT,
INIT"
/o
GM_hostname_Backup.log

ログファイル(GM_hostname_Backup.log)を確認し、エラーがなければバック
アップできています。
エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してく
ださい。
3.

各サービスの起動
デ ー タ ベ ー ス を 使 用 す る サ ー ビ ス (SystemManager G マ ネ ー ジ ャ 、
NetvisorProV マネージャ)を起動してください。

- トランザクションログのバックアップ手順(
「FWCMDB」インスタンスでの実行例)
トランザクションログのバックアップは、データベースを使用中に実施しても問題
ありません。通常運用中に実施してください。
* インスタンス名：
「FWCMDB」
（インストール時に指定した名前を指定します）
* データベース名：
「GM_hostname」
（インストール時に指定した名前を指定しま
す）
バックアップセットファイルは、「<データベース名>_Log<n>.bak」と指定します。
世代管理するために、連番を振るなどして、バックアップセットファイル名が重複
しないようにしてください。
データベースのバックアップを実施したら、それ以前のトランザクションログの
バックアップセットファイルは不要になりますので削除し、連番を戻すような運用
としてください。 バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバック
アップフォルダ配下に作成されます。
(既定値としては「<SQL Server のインストールフォルダ>\MSSQL12.FWCMDB
\MSSQL\Backup」)
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> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "BACKUP LOG GM_hostname
DISK='GM_hostname_Log1.bak'" /o GM_hostname_BackupLog1.log

TO

ログファイル(GM_hostname_BackupLog<n>.log)を確認し、エラーがなければバック
アップできています。
エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してくださ
い。
- データベースのリストア手順(「FWCMDB」インスタンスでの実行例)
* インスタンス名：
「FWCMDB」
（インストール時に指定した名前を指定します）
* データベース名：
「GM_hostname」
（インストール時に指定した名前を指定しま
す）
1.

各サービスの停止
デ ー タ ベ ー ス を 使 用 す る サ ー ビ ス (SystemManager G マ ネ ー ジ ャ 、
NetvisorProV マネージャ)を停止してください。
データベース(SQL Server)サービスは起動しておいてください。

2.

トランザクションログ末尾バックアップコマンドの実行
障害発生直前までデータベースをリストアするために、トランザクションロ
グの末尾部分をバックアップします。
* インスタンス名：
「FWCMDB」
（インストール時に指定した名前を指定し
ます）
* データベース名：「GM_hostname」（インストール時に指定した名前を指
定します）
バックアップセットファイルは、
「<データベース名>_LogEnd.bak」と指定し
ます。 バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップ
フォルダ配下に作成されます。
( 既 定 値 と し て は 「 <SQL Server
\MSSQL12.FWCMDB\MSSQL\Backup」)

のインストールフォルダ>

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "BACKUP LOG GM_hostname TO
DISK='GM_hostname_LogEnd.bak'
WITH
NORECOVERY,
NO_TRUNCATE" /o GM_hostname_BackupLogEnd.log

ログファイル(GM_hostname_BackupEnd.log)を確認し、エラーがなければバッ
クアップできています。
エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してく
ださい。
3.

データベースリストアコマンドの実行
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バックアップセットファイルは、「<データベース名>.bak」と指定します。
バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップフォルダ
配下から取得します。
( 既 定 値 と し て は 「 <SQL Server
\MSSQL12.FWCMDB\MSSQL\Backup」)

のインストールフォルダ>

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "RESTORE DATABASE
GM_hostname FROM DISK='GM_hostname.bak' WITH NORECOVERY" /o
GM_hostname_Restore.log

ログファイル(GM_hostname_Restore.log)を確認し、エラーがなければリスト
アできています。
エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してく
ださい。
4.

トランザクションログリストアコマンドの実行
バックアップされているトランザクションログを順番にリストアします。
バックアップセットファイルは、
「<データベース名>_Log<n>.bak」と指定し
ます。 バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップ
フォルダ配下から取得します。
( 既 定 値 と し て は 「 <SQL Server
\MSSQL12.FWCMDB\MSSQL\Backup」)

のインストールフォルダ>

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "RESTORE LOG GM_hostname
FROM
DISK='GM_hostname_Log1.bak'
WITH
NORECOVERY"
/o
GM_hostname_RestoreLog1.log

ログファイル(GM_hostname_RestoreLog<n>.log)を確認し、エラーがなければ
リストアできています。
エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してく
ださい。
5.

トランザクションログ末尾リストアコマンドの実行
バックアップしたトランザクションログ末尾をリストアします。
バックアップセットファイルは、
「<データベース名>_LogEnd.bak」と指定し
ます。 バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップ
フォルダ配下から取得します。
( 既 定 値 と し て は 「 <SQL Server
\MSSQL12.FWCMDB\MSSQL\Backup」)

のインストールフォルダ>

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "RESTORE LOG GM_hostname
FROM
DISK='GM_hostname_LogEnd.bak'
WITH
NORECOVERY"
/o
GM_hostname_RestoreLogEnd.log
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ログファイル(GM_hostname_RestoreLogEnd.log)を確認し、エラーがなければ
リストアできています。
エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してく
ださい。
6.

データベースリストアコマンド(Recovery)実行
データベースを確定させるために、リストアコマンドを実行します。
> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "RESTORE DATABASE
GM_hostname WITH RECOVERY" /o GM_hostname_RestoreRecovery.log

ログファイル(GM_hostname_RestoreRecovery.log)を確認し、エラーがなければ
リストアできています。
エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してく
ださい。
7.

データベースユーザ再設定コマンド実行
データベースユーザを再設定するために、以下の 4 つのコマンドを順番に実
行します。
> osql /S localhost\FWCMDB /E /d GM_hostname /Q "EXEC
sp_revokedbaccess 'GM_hostname'" /o GM_hostname_DropUser.log
> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "CREATE LOGIN GM_hostname
WITH
PASSWORD='GM_hostname@Password',DEFAULT_DATABASE=GM_hostname,
CHECK_POLICY=OFF" /o GM_hostname_CreateLogin.log
> osql /S localhost\FWCMDB /E /d GM_hostname /Q "EXEC
sp_grantdbaccess@loginame='GM_hostname',
@name_in_db='GM_hostname'" /o GM_hostname_CreateUser.log
> osql /S localhost\FWCMDB /E /d GM_hostname /Q "EXEC
sp_addrolemember
'db_owner',
'GM_hostname'"
/o
GM_hostname_AddRole.log

それぞれのコマンドのログファイル(GM_hostname_XXXX.log)を確認し、エ
ラーがなければ成功しています。
エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してく
ださい。
8.

各サービスの起動
デ ー タ ベ ー ス を 使 用 す る サ ー ビ ス (SystemManager G マ ネ ー ジ ャ 、
NetvisorProV マネージャ)を起動してください。

18.1.4 Network Automation のバックアップ・リストア
• バックアップ
下記のファイルをバックアップしてください。
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<共有フォルダ>\sg\NWAutomation 配下のファイル
• リストア
1.

バックアップで取得したファイルを<共有フォルダ>\sg\NWAutomation 配下に上
書きします。
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第 19 章
ログの採取
本章では、Network Automation のログの採取手順について説明します。

目次
19.1 NetvisorPro V のログ採取.............................................................................................166
19.2 SystemManager G のログ採取 ......................................................................................166
19.3 サービスガバナーのログ採取 .....................................................................................166
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19.1 NetvisorPro V のログ採取
NetvisorPro V のログ採取は、以下の手順書を参照して実施してください。
<監視端末インストールフォルダ>\Svc\Common\bin\nvprotech\ReadMe.txt

19.2 SystemManager G のログ採取
SystemManager G のログ採取は、以下の手順書を参照して実施してください。
<インストール DVD>\fw\tools\dawebsaminfo\Windows\relmemo_sjis.txt

19.3 サービスガバナーのログ採取
サービスガバナー部分は下記フォルダを採取してください。
• <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf
• <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\logs
<インストールフォルダ>は、サービスガバナーのインストール先です。
デフォルトの場合は以下です。
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM
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付録 A. 改版履歴
• 第 1 版 (2017.9): 新規作成
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付録 B. ライセンス情報
本製品には、一部、オープンソースソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアの
ライセンス条件の詳細につきましては、以下に同梱されているファイルを参照してくださ
い。 また、LGPL に基づきソースコードを開示しています。 当該オープンソースソフト
ウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、お問い合わせください。
<インストール DVD>:\oss_license
• PXE Software Copyright (C) 1997 - 2000 Intel Corporation.
• 本製品には、Oracle Corporation が無償で配布している JRE (Java Runtime Environment) を
含んでいます。 使用許諾に同意したうえで利用してください。著作権、所有権の詳細
につきましては、以下の LICENSE ファイルを参照してください。
<JRE をインストールしたフォルダ>:\LICENSE
• Some icons used in this program are based on Silk Icons released by Mark James under a
Creative Commons Attribution 2.5 License. Visit http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/ for
more details.
• This product includes software developed by Routrek Networks, Inc.
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付録 C. DC リソースビューのコマンド設定
情報
コマンドによる DC リソースビューの機器設定、リソースグループの各設定情報の取得・設
定では JSON 形式のみをサポートします。
DC リソースビューについては「第 9 章 DC リソースビューの設定（38 ページ）」を参照し
てください。
また、コマンドの使用方法については下記を参照してください。
• 「9.3.12 設定情報の一括取得（62 ページ）」
• 「9.3.13 設定情報の一括登録（63 ページ）」
• 「9.4.15 リソースグループの設定情報を一括取得する（107 ページ）」
• 「9.4.16 リソースグループの設定情報を一括登録する（108 ページ）」

注
コマンドによる各設定項目について説明します。
•

大文字小文字は区別します。

•

"/"は"¥/"で記載してください。

•

グループノード名やクラスタグループ名、管理サーバ名に"/"やタブ、スペースは使用できま
せん。

•

各設定項目は、広域管理サーバの運用管理機能の監視端末から参照・設定できる項目を対象
としています。 項目に関する詳細は「9.3 機器設定を設定する（40 ページ）」と 「9.4 リソー
スグループを作成する（67 ページ）」を参照してください。

•

ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサ
ポートしておりません。

機器設定に関する設定項目
設定例
{
"DeviceList":[
{
"NvName":"FG00011",
"Property":{
"AutomationCmdArg":"",
"ExtParam1":"TFW<Count:var_TFW>",
"ExtParam2":"2000",
"AutomationSoft":"NetvisorProV",
"AutomationCmd":"%SYSTEM_FW_BINPATH%\/nvpdevcmdexe.exe",
"Memo":"",
"ResourceCount":"4000"
},
"Type":"TFW",
"Name":"MOM001",
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"ResourceDevTable":[
{
"Operational":"0",
"Nickname":"mgmt1",
"PortNo":"1",
"Description":"mgmt1"
}
]
}
]
}

設定項目の説明
キー

型

省略 説明

1. クラスタグループ情報
NodeInfo[]

object[] 可

[クラスタグループ情報]

NodeInfo[n].NodeName

string

不可 クラスタグループ名(1～64 文字の文字列)

NodeInfo[n].ClusterType

string

不可 クラスタタイプ("Act-Stb","Act-Act")

NodeInfo[n].ParentDcResourceID

string

不可 装置種別("LB")

2. 装置情報
DeviceList[]

object[] 可

各装置に関する定義

2.1. バックエンド FW
DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名(仮想ノード名を付加しない）

DeviceList[n].Name

string

不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("BFW")

DeviceList[n].Property

object

不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd

string

可

オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg

string

可

オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft

string

不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1

string

可

バックエンド FW 名

DeviceList[n].Property.ExtParam2

string

可

運用管理 VLAN 通信ポート

DeviceList[n].Property.ExtParam3

string

可

運用管理 VLAN 仮想 IF 名

DeviceList[n].Property.ExtParam4

string

可

運用管理 VLAN 側 IF IP アドレス

DeviceList[n].Property.Memo

string

可

オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].Property.ResourceCount

string

不可 最大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].Property.TenantNum

string

可

DeviceList[n].ResourceDevTable[]

object[] 可

テナント数("1"～"4094"の数字、省略時
"256")
[装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio string
n

不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string

不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

string
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キー

型

省略 説明

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo

string

不可 ポート番号

DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名(仮想ノード名を付加しない)

DeviceList[n].Name

string

不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("SSL")

DeviceList[n].Property

object

不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd

string

可

オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg

string

可

オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft

string

不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam7

string

可

DeviceList[n].Property.ExtParam14

string

不可 SSL-VPN アクセス用 IP アドレス

DeviceList[n].Property.LDAPServer

string

可

2.2. SSL-VPN

SSL-VPN 名

LDAP サーバ名
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPPort

string

可

LDAP 通信用ポート("0"～"65535"の数字、省
略時は"")
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserCN

string

可

LDAP 認証のログインに使用する属性(CN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPBaseDN

string

可

LDAP 認証の検索開始位置(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserDN

string

可

LDAP 検索ユーザ識別名(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserPass

string

可

LDAP 検索ユーザパスワード
※「9.3.12 設定情報の一括取得（62 ペー
ジ）」で取得できる装置情報には本情報を含
まない。本情報は、本情報を「9.3.13 設定
情報の一括登録（63 ページ）」で設定する場
合に指定する。
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPCertification

string

可

CA 証明書名
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPRouteNWIP

string

可

LDAP ルーティング用 NW アドレス¥/マス
ク(例:192.168.20.0¥/22)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.Memo

string

可

DeviceList[n].Property.ResourceCount

string

不可 最大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].Property.TenantNum

string

可

DeviceList[n].ResourceDevTable[]

object[] 可

オプション(0～127 文字の文字列)

テナント数("1"～"4094"の数字、省略時
"256")
[装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。
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キー

型

省略 説明

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio string
n

不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string

不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string

不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo

string

不可 ポート番号

DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名

DeviceList[n].Name

string

不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("TFW")

DeviceList[n].Property

object

不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd

string

可

オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg

string

可

オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft

string

不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1

string

可

DeviceList[n].Property.ExtParam2

string

不可 最大テナント FW 数("1"～"4094"の数字)

DeviceList[n].Property.LDAPServer

string

可

2.3. テナント FW

テナント FW 命名規則

LDAP サーバ IP アドレス
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPPort

string

可

LDAP 通信用ポート("0"～"65535"の数字、省
略時は"")
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserCN

string

可

LDAP 認証のログインに使用する属性(CN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPBaseDN

string

可

LDAP 認証の検索開始位置(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserDN

string

可

LDAP 検索ユーザ識別名(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserPass

string

可

LDAP 検索ユーザパスワード
※「9.3.12 設定情報の一括取得（62 ペー
ジ）」で取得できる装置情報には本情報を含
まない。本情報は、本情報を「9.3.13 設定
情報の一括登録（63 ページ）」で設定する場
合に指定する。
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPCertification

string

可

CA 証明書名
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPRouteNWIP

string

可

LDAP ルーティング用 NW アドレス¥/マス
ク(例:192.168.20.0¥/22)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.Memo

string

可

DeviceList[n].Property.ResourceCount

string

不可 最大 VLAN 数("1"～"4094"の数字)

DeviceList[n].ResourceDevTable[]

object[] 可
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キー

型

省略 説明
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio string
n

不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string

不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string

不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo

string

不可 ポート番号

DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名

DeviceList[n].Name

string

不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("LB"、または "<クラスタグループ
名>¥/LB"(<>は付加しない)。クラスタグ
ループ名は NodeInfo[n].NodeName に定義が
あること)

DeviceList[n].Property

object

不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd

string

可

オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg

string

可

オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft

string

不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1

string

可

DeviceList[n].Property.ExtParam6

string

不可 最大テナント LB 数("1"～"4094"の数字)

DeviceList[n].Property.ExtParam7

string

不可 冗長構成時優先度("0"～"255"の数字)

DeviceList[n].Property.LDAPServer

string

可

2.4. テナント LB

テナント LB 命名規則

LDAP サーバ名、または IP アドレス
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPPort

string

不可 LDAP 通信用ポート("0"～"65535"の数字)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserCN

string

可

LDAP 認証のログインに使用する属性(CN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPBaseDN

string

可

LDAP 認証の検索開始位置(DN)、または、
LDAP 認証のログインユーザ識別名(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.Memo

string

可

DeviceList[n].Property.ResourceCount

string

不可 最大 VLAN 数("1"～"4094"の数字)

DeviceList[n].ResourceDevTable[]

object[] 可

オプション(0～127 文字の文字列)

[装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio string
n

不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string

不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string

不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo

string

不可 ポート番号
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キー

型

省略 説明

DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名

DeviceList[n].Name

string

不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("UNC")

DeviceList[n].Property

object

不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd

string

可

オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg

string

可

オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft

string

不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1

string

可

VTN 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam2

string

可

vBridge 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam3

string

可

vBridge 内 vIF 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam4

string

可

vLink 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam5

string

可

vTunnel 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam6

string

可

vTunnel 内 vIF 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam7

string

可

port-map 命名規則

DeviceList[n].Property.Memo

string

可

オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].ResourceDevTableController[]

object[] 可

2.5. UNC

[Controller 情報]

DeviceList[n].ResourceDevTableController[m]. string
Class

不可 種別("Core"、"Edge")

DeviceList[n].ResourceDevTableController[m]. string
ControllerDescription

不可 Controller 名

DeviceList[n].ResourceDevTableLogicalPort[]

object[] 可

[LogicalPort 情報]

DeviceList[n].ResourceDevTableLogicalPort[m string
].Description

不可 LogicalPort 名

DeviceList[n].ResourceDevTableLogicalPort[m string
].Option2

不可 Controller 名

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[]

object[] 可

[Boundary 情報]

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[m].
Description

string

不可 Boundary 名

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[m].
VLANCount

string

不可 総 VLAN 数("2"～"4091"の数字。除外
VLANID を指定する場合は総 VLAN 数と除
外 VLANID の個数を合計した数が 4091 以
下であること)

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[m].
Exclusion[]

object[] 可

[除外 VLANID]

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[m].
Exclusion[l].ExclusionVLANID

string

可

除外 VLANID("2"～"4092"の数字、","区切り
の複数指定不可、範囲指定可能。範囲指定
する場合は"-"で区切る)

DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名

DeviceList[n].Name

string

不可 装置を管理している管理サーバ名

2.6. 仮想 SW
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キー

型

省略 説明

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("vSW")

DeviceList[n].SSCResourcePoolName

string

不可 リソースプール名(リソースプール名¥/サブ
リソースプール名)

DeviceList[n].Property

object

不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd

string

可

オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg

string

可

オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft

string

不可 オートメーション実行ソフト("SSC",
"Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1

string

可

ポートグループ命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam2

string

可

論理ネットワーク命名規則

DeviceList[n].Property.Memo

string

可

オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].Property.ResourceCount

string

不可 最大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].ResourceDevTableVServer[]

object[] 可

DeviceList[n].ResourceDevTableVServer[m].D
escription

string

不可 仮想サーバ名

DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名(1～64 文字の文字列)

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("GeneralDev")

DeviceList[n].Description

string

可

DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名

DeviceList[n].Name

string

不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("L2SW")

DeviceList[n].Property

object

不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd

string

可

オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg

string

可

オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft

string

不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.Memo

string

可

DeviceList[n].Property.ResourceCount

string

不可 最大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].ResourceDevTable[]

object[] 可

[仮想サーバ情報]

2.7. 汎用デバイス

汎用デバイスの説明(0～100 文字の文字列)

2.8. L2SW

オプション(0～127 文字の文字列)

[装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio string
n

不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string

不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string

不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo

string

不可 ポート番号

2.9. PFC
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キー

型

省略 説明

DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名

DeviceList[n].Name

string

不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("PFC")

DeviceList[n].Property

object

不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd

string

可

オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg

string

可

オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft

string

不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1

string

可

VTN 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam2

string

可

vBridge 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam3

string

可

vBridge 内 vIF 命名規則(Trunk-Port 時のみ有
効）

DeviceList[n].Property.ExtParam4

string

可

vExternal 命名規則(Trunk-Port 時のみ有効）

DeviceList[n].Property.ExtParam5

string

可

vExternal 内 vIF 命名規則(Trunk-Port 時のみ
有効）

DeviceList[n].Property.ExtParam6

string

可

vLink 命名規則(Trunk-Port 時のみ有効）

DeviceList[n].Property.Memo

string

可

オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].ResourceDevTable[]

object[] 可

[サブドメイン情報]

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].OfsSubDo string
main

不可 OFS サブドメイン名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].OfsDomai string
n

不可 OFS ドメイン名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PathContr string
ol

不可 経路制御方式

2.10. PFS
DeviceList[n].NvName

string

不可 装置名

DeviceList[n].Name

string

不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type

string

不可 装置種別("PFS")

DeviceList[n].Property

object

不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd

string

可

オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg

string

可

オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft

string

不可 オートメーション実行ソフト

DeviceList[n].Property.Memo

string

可

DeviceList[n].Property.ResourceCount

string

不可 最大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].ResourceDevTable[]

object[] 可

オプション(0～127 文字の文字列)

[装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio string
n

不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string

不可 コマンドインタフェース名
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キー

型

省略 説明

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string

不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo

string

不可 ポート番号

DeviceList[n].ResourceDevTableTrunk[]

object[] 可

DeviceList[n].ResourceDevTableTrunk[m].Desc string
ription

不可 Trunk-Port 名

リソースグループに関する設定項目
設定例
{
"ResourceGroup":{
"DuplicateCheck":"1",
"ListIPSubnet":[
{
"Memo":"",
"IPSubnet":"10.0.0.0 - 10.255.255.255"
}
]
},
"GroupList":[
{
"SharedType":"Shared",
"NodeType":"RG",
"NodeName":"Group01",
"UpName":"",
"ResourceTags":[]
},
{
"SharedType":"Shared",
"NodeType":"RMG",
"NodeName":"Group02",
"UpName":"Group01",
"VLANList":[
{
"NodeType":"Disabled",
"VLAN_ID":"2 - 4059"
}
],
"Summary":{
"BVLAN":"1",
"VSV":"0",
"TLB":"0",
"Public":"0",
"JVLAN":"1",
"Tenant":"0",
"Name":"",
"DISK":"0",
"WAN":"0",
"PSV":"0",
"TFW":"0"
},
"MgrGroup":{
"SharedType":"Shared",
"ThresholdMemory":"0",
"CapacityType":"real",
"VLANFrom":"2",
"ThresholdCPUcount":"0",
"Priority":"1",
"ThresholdVmcount":"0",
"Threshold":"0",
"ThresholdStorage":"0",
"VLANTo":"4094"
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},
"ManagementGroupList":[
{
"Unique":"1",
"VLANFrom":"0",
"ExtParam1":"0.0.0.254 - 0.0.0.254",
"ExtParam2":"0.0.0.1 - 0.0.0.253",
"ExtParam3":"",
"Option1":"",
"ExtParam4":"PING HTTP HTTPS TELNET SSH RDP FTP",
"VLANDef":"0",
"ExtParam5":"PING HTTP HTTPS TELNET SSH RDP FTP",
"VLANCount":"0",
"ExtParam6":"",
"ExtParam7":"",
"Threshold":"0",
"ExtParam8":"",
"Type":"ManagementVLAN",
"IPSubnetRange":[
{
"IPSubnetMask":"24",
"IPSubnetRange":"10.5.0.0 - 10.8.0.0"
}
],
"DeviceList":[
],
"VLANTo":"0"
},
{
"Unique":"1",
"VLANFrom":"0",
"ExtParam1":"0.0.0.245 - 0.0.0.254",
"ExtParam2":"0.0.0.1 - 0.0.0.232",
"ExtParam3":"0.0.0.235 - 0.0.0.244",
"Option1":"^0.0.0.150",
"ExtParam4":"",
"VLANDef":"0",
"ExtParam5":"",
"VLANCount":"0",
"ExtParam6":"",
"ExtParam7":"",
"Threshold":"5",
"ExtParam8":"",
"Type":"BusinessVLAN",
"IPSubnetRange":[
{
"IPSubnetMask":"24",
"IPSubnetRange":"10.3.0.0 - 10.3.10.0"
},
{
"IPSubnetMask":"24",
"IPSubnetRange":"10.3.21.0 - 10.3.30.0"
}
],
"DeviceList":[
],
"VLANTo":"0"
}
]
}
]
}

設定項目の説明
キー

型

省略 説明

object

可

1. 利用可能な IP サブネット範囲の定義
ResourceGroup
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キー

型

省略 説明

ResourceGroup.DuplicateCheck

string

可

ResourceGroup.ListIPSubnet[]

object[] 可

追加する[IP サブネット範囲]に関する定義

ResourceGroup.ListIPSubnet[n].Memo

string

可

メモ(0～256 文字の文字列)

ResourceGroup.ListIPSubnet[n].IPSubnet

string

可

IP サブネット範囲(記入例:"123.22.0.0 123.255.255.255")

IP サブネット重複可否("1":重複不可、"0":重
複可)

2. グループノード情報
GroupList[]

object[] 可

[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配
下の各グループノードに関する定義

2.1. グループ情報
GroupList[n1].NodeType

string

不可 グループノードタイプ ("RG":グループ)

GroupList[n1].NodeName

string

不可 グループノード名

GroupList[n1].UpName

string

不可 上位グループノード名。
上位グループノードが存在しない場合のみ
""を指定する。

GroupList[n1].SharedType

string

GroupList[n1].ResourceTags[]

object[] 可

GroupList[n1].ResourceTags[m].Key

string

不可 キー(1～50 文字の文字列)

GroupList[n1].ResourceTags[m].Value

string

可

GroupList[n2].NodeType

string

不可 グループノードタイプ ("CGRG":共通グルー
プ)

GroupList[n2].NodeName

string

不可 グループノード名

GroupList[n2].UpName

string

不可 上位グループノード名。

不可 専有タイプ("Dedicated":専有、"Shared":共有)
[タグ情報]

値(0～50 文字の文字列)

2.2. 共通グループ情報

上位グループノードが存在しない場合のみ
""を指定する。
GroupList[n2].SharedType

string

不可 専有タイプ("Dedicated":専有、"Shared":共有)

GroupList[n2].Option4

string

可

論理ネットワーク命名規則

GroupList[n2].TenantIPflg

string

可

テナント IP アドレス範囲指定フラグ ("1":
指定しない、"":指定する(規定値))

GroupList[n2].ResourceTags[]

object[] 可

GroupList[n2].ResourceTags[m].Key

string

不可 キー(1～50 文字の文字列)

GroupList[n2].ResourceTags[m].Value

string

可

GroupList[n2].Summary

object

不可 [定義グループの指定]

GroupList[n2].Summary.JVLAN

string

不可 事業者管理 VLAN の定義 ("1":使用する)

GroupList[n2].Summary.Tenant

string

可

GroupList[n2].Summary.BVLAN

string

不可 業務 VLAN の定義 ("1":使用する)

GroupList[n2].Summary.Public

string

可

パブリック VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n2].Summary.WAN

string

可

WAN サービス VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))
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キー

型

省略 説明

GroupList[n2].Summary.TFW

string

可

テナント FW の定義 ("1":使用する、"0":使用
しない(規定値))

GroupList[n2].Summary.TLB

string

可

テナント LB の定義 ("1":使用する、"0":使用
しない(規定値))

GroupList[n2].ControllerList[]

object[] 可

[P-Flow Controller]

GroupList[n2].ControllerList[m].ControllerNam string
e1

不可 Controller 名(Boundary 名に紐づく Controller
の一端)

GroupList[n2].ControllerList[m].ControllerNam string
e2

不可 Controller 名(Boundary 名に紐づく Controller
のもう一方の端)

GroupList[n2].ControllerList[m].UNCName

不可 UNC 装置名

string

GroupList[n2].ControllerList[m].BoundaryList[ object[] 可
]
GroupList[n2].ControllerList[m].BoundaryList[l string
].Description

[Boundary 一覧]

不可 Boundary 名

2.2.1. 共通グループ情報：VLAN 毎の共通グループ定義
GroupList[n2].CommonGroupList[]

object[] 不可 [共通グループ情報]

2.2.1.1. 共通グループ情報：事業者管理 VLAN (GroupList[n2].Summary.JVLAN が"1"の場合)
GroupList[n2].CommonGroupList[m1].Type

string

不可 VLAN 種別("ManagementVLAN")

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].ExtPara string
m1

不可 バックエンド FW IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.250 - 0.0.0.252")

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].ExtPara string
m2

不可 テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 0.0.0.249")

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].Option1 string

可

除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
最大 4 つまで)

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].IPSubne object[] 不可 [IP サブネット範囲]
tRange[]
GroupList[n2].CommonGroupList[m1].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetRange

不可 IP サブネット範囲
例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetMask

不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.2.1.2. 共通グループ情報：テナント管理 VLAN (GroupList[n2].Summary.Tenant が"1"の場合)
GroupList[n2].CommonGroupList[m2].Type

string

不可 VLAN 種別("TenantVLAN")

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara string
m1

可

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara string
m2

不可 テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 0.0.0.249")

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara string
m3

不可 SSL-VPN 側 IP アドレス範囲(例: "0.0.0.250 0.0.0.252")

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara string
m6

可
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テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
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キー

型

省略 説明

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara string
m7

不可 SSL-VPN 接続用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.251 - 0.0.0.252")

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].Option1 string

可

除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
最大 4 つまで)

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].IPSubne object[] 不可 [IP サブネット範囲]
tRange[]
GroupList[n2].CommonGroupList[m2].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetRange

不可 IP サブネット範囲
例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetMask

不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.2.1.3. 共通グループ情報：業務管理 VLAN (GroupList[n2].Summary.BVLAN が"1"の場合)
GroupList[n2].CommonGroupList[m3].Type

string

不可 VLAN 種別("BusinessVLAN")

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].Unique

string

不可 IP サブネット初期値("1":重複不可、"0":重複
可)

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].ExtPara string
m1

可

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].ExtPara string
m2

不可 テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 0.0.0.249")

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].ExtPara string
m3

可

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].Option1 string

可

(*1)

(*2)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

テナント LB 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.247 - 0.0.0.250")
除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
最大 4 つまで)

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].IPSubne object[] 不可 [IP サブネット範囲]
tRange[]
GroupList[n2].CommonGroupList[m3].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetRange

不可 IP サブネット範囲
例 1:サブネット範囲が 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネット範囲が 30 の場合"10.0.0.0 10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetMask

不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.2.1.4. 共通グループ情報：パブリック VLAN (GroupList[n2].Summary.Public が"1"の場合)
GroupList[n2].CommonGroupList[m4].Type

string

GroupList[n2].CommonGroupList[m4].ExtPara string
m1

不可 VLAN 種別("PublicVLAN")
可
(*1)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

GroupList[n2].CommonGroupList[m4].IPSubne object[] 不可 [IP サブネット範囲]
tRange[]
GroupList[n2].CommonGroupList[m4].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetRange
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キー

型

省略 説明
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m4].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetMask

不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.2.1.5. 共通グループ情報：WAN サービス VLAN (GroupList[n2].Summary.WAN が"1"の場合)
GroupList[n2].CommonGroupList[m5].Type

string

GroupList[n2].CommonGroupList[m5].ExtPara string
m1

不可 VLAN 種別("WANServiceVLAN")
可
(*1)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

GroupList[n2].CommonGroupList[m5].IPSubne object[] 不可 [IP サブネット範囲]
tRange[]
GroupList[n2].CommonGroupList[m5].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetRange

不可 IP サブネット範囲
例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m5].IPSubne string
tRange[l].IPSubnetMask

不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.3. 管理グループ情報
GroupList[n3].NodeType

string

不可 グループノードタイプ ("RMG":管理グルー
プ)

GroupList[n3].NodeName

string

不可 グループノード名

GroupList[n3].UpName

string

不可 上位グループノード名。
上位グループノードが存在しない場合のみ
""を指定する。

GroupList[n3].SharedType

string

GroupList[n3].ResourcePools[]

object[] 可

不可 専有タイプ("Dedicated":専有、"Shared":共有)
[リソースプール一覧]

(*4)

GroupList[n3].ResourcePools[m].Name

string

不可 リソースプール名(リソースプール名¥/サブ
リソースプール名)

GroupList[n3].Summary

object

不可 [定義グループの指定]

GroupList[n3].Summary.Name

string

不可 管理サーバ名(管理サーバを使用しない場合
は""を指定する)

GroupList[n3].Summary.JVLAN

string

不可 事業者管理 VLAN の定義 ("1":使用する)

GroupList[n3].Summary.Tenant

string

可

GroupList[n3].Summary.BVLAN

string

不可 業務 VLAN の定義 ("1":使用する)

GroupList[n3].Summary.Public

string

可

パブリック VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n3].Summary.WAN

string

可

WAN サービス VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n3].Summary.TFW

string

可

テナント FW の定義 ("1":使用する、"0":使用
しない(規定値))
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キー

型

省略 説明

GroupList[n3].Summary.TLB

string

可

テナント LB の定義 ("1":使用する、"0":使用
しない(規定値))

GroupList[n3].Summary.VSV

string

可

仮想サーバの定義 ("1":使用する、"0":使用し
ない(規定値))。管理サーバ名を省略した場
合(""指定時を含む)は"0"のみ指定可能。

(*4)

GroupList[n3].Summary.PSV

string

可

物理サーバの定義 ("1":使用する、"0":使用し
ない(規定値))。管理サーバ名を省略した場
合(""指定時を含む)は"0"のみ指定可能。

GroupList[n3].Summary.DISK

string

可

ディスクボリュームの定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n3].VLANList

object[] 可

GroupList[n3].VLANList[m].NodeType

string

不可 ノードタイプ( 使用不可："Disabled")

GroupList[n3].VLANList[m].VLAN_ID

string

不可 VLAN ID ("1"～"4094"の数字、範囲指定可
能。範囲指定する場合は"-"で区切る)

GroupList[n3].MgrGroup

object

不可 [管理グループ定義]

GroupList[n3].MgrGroup.SharedType

string

不可 自動払い出しの優先度設定有無("Shared": 優
先度あり(はい)、"Dedicated":優先度なし(い
いえ))。詳細は「9.4.6.2 管理グループの指
定（84 ページ）」の「優先度に応じた自動払
い出し」の説明を参照

GroupList[n3].MgrGroup.Priority

string

不可 自動払い出しの優先度("1"～"9999"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.ThresholdMemory

string

可

[VLAN 一覧]の使用不可リスト

メモリ使用量の閾値("0"～"9999"の数字）

(*3)

GroupList[n3].MgrGroup.ThresholdCPUcount
GroupList[n3].MgrGroup.ThresholdVmcount

string
string

(*3)

空 CPU(個数)使用量の閾値("0"～"9999"の数
字）

可

VM 数の閾値("0"～"9999"の数字）

可

(*3)

GroupList[n3].MgrGroup.Threshold

string

GroupList[n3].MgrGroup.ThresholdStorage

string

不可 VLAN 閾値("0"～"4094"の数字）
可

ディスク使用量の閾値("0"～"9999"の数字）

(*3)

GroupList[n3].MgrGroup.CapacityType

string

可
(*3)

空きリソース計算方式("reserved":サブリ
ソースプールを含まない、"real":サブリソー
スプールを含む)

GroupList[n3].MgrGroup.VLANFrom

string

不可 VLAN 範囲の開始値("1"～"4094"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.VLANTo

string

不可 VLAN 範囲の終了値("1"～"4094"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.TenantIPflg

string

可
(*5)

テナント IP アドレス範囲指定フラグ ("1":
指定しない(省略する)、"":指定する(規定値))

2.3.1. 管理グループ情報：リソース毎の固有情報
GroupList[n3].ManagementGroupList[]

object[] 不可 [管理グループのノード情報]

2.3.1.1. 管理グループ情報：事業者管理 VLAN (GroupList[n3].Summary.JVLAN が"1"の場合)
GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].Typ
e

string

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP string
aram1
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キー

型

省略 説明

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP string
aram2

可
(*6)

テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 0.0.0.249")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP string
aram3

可

DHCP リレー情報

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP string
aram4

可

入力フィルタ情報(プロトコル)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP string
aram5

可

出力フィルタ情報(プロトコル)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP string
aram6

可

フィルタ情報(オプション)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP string
aram7

可

管理サーバ IP アドレス(例: "192.168.20.22")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP string
aram8

可

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].Opti string
on1

(*3)

(*3)

可
(*5)

管理サーバ IP アドレスのサブネットマスク
値("8"～"30"の数字)
除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
最大 4 つまで)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].Thre string
shold

不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].VL
ANDef

string

不可 VLAN の利用範囲を指定する("1":指定する、
"0":指定しない)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].VL
ANFrom

string

不可 VLAN 範囲の開始値("0～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].VL
ANTo

string

不可 VLAN 範囲の終了値("0"～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].IPSu object[] 不可 [IP サブネット範囲]
(*6)
bnetRange[]
GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].IPSu string
bnetRange[l].IPSubnetRange

不可 IP サブネット範囲
(*6)

例 1:サブネット範囲が 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネット範囲が 30 の場合"10.0.0.0 10.255.255.252"

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].IPSu string
bnetRange[l].IPSubnetMask

不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

(*6)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].Devi object[] 可
ceList[]

DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.1.2. 管理グループ情報：テナント管理 VLAN (GroupList[n3].Summary.Tenant が"1"の場合)
GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].Typ
e

string

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP string
aram1

不可 リソース種別("TenantVLAN")
可
(*1)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

(*6)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP string
aram2
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キー

型

省略 説明

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP string
aram3

不可 SSL-VPN 側 IP アドレス範囲(例: "0.0.0.250 (*6)
0.0.0.252")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP string
aram5

可

フィルタ情報(プロトコル)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP string
aram6

可

テナント LB 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.247 - 0.0.0.250")

(*2)
(*6)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP string
aram7

不可 SSL-VPN 接続用 IP アドレス範囲(例:
(*6)
"0.0.0.251 - 0.0.0.252")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].Opti string
on1

(*5)

可

除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
最大 4 つまで)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].Thre string
shold

不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].VL
ANDef

string

不可 VLAN の利用範囲を指定する("1":指定する、
"0":指定しない)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].VL
ANFrom

string

不可 VLAN 範囲の開始値("0～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].VL
ANTo

string

不可 VLAN 範囲の終了値("0"～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].IPSu object[] 不可 [IP サブネット範囲]
(*6)
bnetRange[]
GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].IPSu string
bnetRange[l].IPSubnetRange

不可 IP サブネット範囲
(*6)

例 1:サブネット範囲が 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネット範囲が 30 の場合"10.0.0.0 10.255.255.252"

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].IPSu string
bnetRange[l].IPSubnetMask

不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

(*6)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].Devi object[] 可
ceList[]

DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.1.3. 管理グループ情報：業務管理 VLAN (GroupList[n3].Summary.BVLAN が"1"の場合)
GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Typ
e

string

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Uni
que

string

不可 リソース種別("BusinessVLAN")
不可 IP サブネット初期値("1":重複不可、"0":重複
可)

(*6)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].ExtP string
aram1

可
(*1)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

(*6)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].ExtP string
aram2

(*6)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].ExtP string
aram3

(*2)

可
可
(*6)
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キー

型

省略 説明

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Opti string
on1

可

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Thre string
shold

不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].VL
ANDef

string

不可 VLAN の利用範囲を指定する("1":指定する、
"0":指定しない)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].VL
ANFrom

string

不可 VLAN 範囲の開始値("0～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].VL
ANTo

string

不可 VLAN 範囲の終了値("0"～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

(*5)

除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
最大 4 つまで)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].IPSu object[] 不可 [IP サブネット範囲]
(*6)
bnetRange[]
GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].IPSu string
bnetRange[l].IPSubnetRange

不可 IP サブネット範囲
(*6)

例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].IPSu string
bnetRange[l].IPSubnetMask

不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

(*6)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Devi object[] 可
ceList[]

DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.1.4. 管理グループ情報：パブリック VLAN、 WAN サービス VLAN (GroupList[n3].Summary.Public/WAN
が"1"の場合)
GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].Typ
e

string

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].ExtP string
aram1

不可 リソース種別("PublicVLAN"：パブリック
VLAN、"WANServiceVLAN"：WAN サービ
ス VLAN)
可
(*1)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

(*6)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].Thre string
shold

不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].VL
ANDef

string

不可 VLAN の利用範囲を指定する("1":指定する、
"0":指定しない)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].VL
ANFrom

string

不可 VLAN 範囲の開始値("0～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].VL
ANTo

string

不可 VLAN 範囲の終了値("0"～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].IPSu object[] 不可 [IP サブネット範囲]
(*6)
bnetRange[]
GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].IPSu string
bnetRange[l].IPSubnetRange

不可 IP サブネット範囲
(*6)

例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"
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キー

型

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].IPSu string
bnetRange[l].IPSubnetMask

省略 説明
不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
(*6)
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].Devi object[] 可
ceList[]

DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.1.5. 管理グループ情報：テナント FW グループ、 テナント LB グループ、 物理サーバグループ、 ディ
スクボリュームグループ (GroupList[n3].Summary.TFW/TLB/PSV/Disk が"1"の場合)
GroupList[n3].ManagementGroupList[m5].Typ
e

string

不可 リソース種別("TenantFW":テナント FW グ
ループ、"TenantLB"：テナント LB グルー
プ、"PhysicalSV"：物理サーバグループ、
"Diskvolume"：ディスクボリュームグルー
プ)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m5].Thre string
shold

不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m5].VL
ANCount

不可 テナント FW 数("1"～"4094"の数字）

string

テナント LB 数("1"～"4094"の数字）
物理サーバ数("1"～"4094"の数字）
ディスクボリューム数("1"～"4094"の数字）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m5].Devi object[] 可
ceList[]

DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.2. 管理グループ情報：リソースに所属する装置情報
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic object[] 可
eList[]

[VLAN 装置一覧]

2.3.2.1. 装置情報： バックエンド FW、 SSL-VPN、 L2SW、PFS
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l1].NvName

不可 装置名、または、装置名¥/仮想ノード名(仮
想ノード名はバックエンド FW、SSL-VPN
の場合)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l1].Display

不可 機器タイプ("BFW":バックエンド FW、
"SSL":SSL-VPN、"L2SW":L2SW、"PFS":PFS)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l1].Name

不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l1].NodeType

不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l1].ExtParam1

可

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic object[] 可
eList[l1].DeviceIFList[]
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l1].DeviceIFList[k].Description

標準以外スクリプト識別情報
[機器インタフェース情報]

不可 インタフェース名

2.3.2.2. 装置情報： UNC
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l2].NvName

不可 装置名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l2].Display

不可 機器タイプ("UNC")
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キー

型

省略 説明

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l2].Name

不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l2].NodeType

不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l2].ExtParam1

可

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic object[] 可
eList[l2].DeviceIFList[]
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l2].DeviceIFList[k].Description

標準以外スクリプト識別情報
[機器インタフェース情報]

不可 LogicalPort 名

2.3.2.3. 装置情報： 仮想 SW
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l3].NvName

不可 装置名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l3].Display

不可 機器タイプ("vSW":仮想 SW)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l3].Name

不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l3].NodeType

不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l3].ExtParam1

可

標準以外スクリプト識別情報

2.3.2.4. 装置情報： 汎用デバイス
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l4].NvName

不可 装置名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l4].Display

不可 機器タイプ("GeneralDev":汎用デバイス)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l4].NodeType

不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l4].ExtParam1

可

標準以外スクリプト識別情報

2.3.2.5. 装置情報： テナント FW、テナント LB (VLAN ノード配下の場合)
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l5].NvName

不可 装置名、または、クラスタグループ名(クラ
スタグループ名はクラスタ構成の LB の場
合のみ)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l5].Display

不可 機器タイプ("TFW":テナント FW、"LB":テナ
ント LB、"ClusterG¥/LB":クラスタ構成の
LB)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l5].Name

不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l5].NodeType

不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l5].ExtParam1

可
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キー

型

省略 説明

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic object[] 可
eList[l5].DeviceIFList[]
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l5].DeviceIFList[k].Description

[機器インタフェース情報]

不可 インタフェース名

2.3.2.6. 装置情報： テナント FW、テナント LB (テナント FW グループまたはテナント LB グループ配下
の場合)
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l6].NvName

不可 装置名、または、クラスタグループ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l6].Priority

不可 同一機器種別の優先度("1"～"9999"の数字)。
数字が大きいほど優先が高い。

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l6].Display

不可 機器タイプ("TFW":テナント FW、"LB":テナ
ント LB、"ClusterG¥/LB":クラスタ構成の
LB)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l6].Name

不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l6].NodeType

不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l6].ExtParam1

可

標準以外スクリプト識別情報

2.3.2.7. 装置情報： PFC
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l7].NvName

不可 装置名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l7].Display

不可 機器タイプ("PFC")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l7].Name

不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l7].NodeType

不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l7].ExtParam1

可

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic object[] 可
eList[l7].DeviceIFList[]
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l7].DeviceIFList[k].Description

[サブドメイン情報]

不可 OFS ドメイン名¥/OFS サブドメイン名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic object[] 可
eList[l7].DeviceIFTrunkList[]
GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic string
eList[l7].DeviceIFTrunkList[k].Display

標準以外スクリプト識別情報

[Trunk-Port 情報]

不可 Trunk-Port 名¥/PFS 名

*1 Summary で"TFW":"1"を指定した場合は記載必須。"TFW":"0"を指定した場合は記載不要。
*2 Summary で"TLB":"1"を指定した場合は記載必須。"TLB":"0"を指定した場合は記載不要。
*3 Summary で管理サーバ名("Name")を指定した場合は記載必須。
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*4 Summary で"VSV":"1"を指定した場合は ResourcePools[]の定義必須。"VSV":"0"を指定した場
合は ResourcePools[]の定義不可。
*5 上位グループに共通グループが存在する場合は記載不要(上位グループの定義を使用する)。
*6 上位グループに共通グループが存在する場合は記載不要(上位グループの定義を使用する)。
上位グループに共通グループが存在しない場合は記載必須。
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