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このマニュアルについて 

このマニュアルについて 
『Cisco UCS Performance Manager インストール ガイド』では、Cisco UCS Performance Manager Express および Cisco 
UCS Performance Manager をインストールする手順の詳細について説明します。 

■ Cisco UCS Performance Manager Express では、Cisco UCS Central、Cisco UCS ドメイン、Linux および 
Microsoft Windows サーバ、ハイパーバイザ サーバおよびコントロール センターのモニタリングができます。 

■ Cisco UCS Performance Manager では、Cisco UCS Central、Cisco UCS ドメイン、Linux および Microsoft 
Windows サーバ、ハイパーバイザ サーバ、ネットワーク デバイス、ストレージ デバイスおよびコントロール 
センターのモニタリングができます。 

便宜上、このマニュアルでは、総称して「Cisco UCS Performance Manager」を使用し、2 つのプラットフォーム間

の相違点を明示的に表示します。 
 

最小システム要件 
 

最大 500 台のサーバをモニタリングする導入の場合、Cisco UCS Performance Manager には次のリソースを備

えた 1 つの仮想マシンが必要です。 

■ 8 CPU コア 
■ 64GB メモリ 
■ 最小 100 IOPS をサポートする 600GB ストレージ 
 

（注） バージョン 1.1.x システムからデータを移行する場合、マスター ホスト ストレージは 400 IOPS をサポー

トする必要があります。 
 

 

500 台を超えるサーバをモニタリングする導入の場合、Cisco UCS Performance Manager には次の表に示すリ

ソースを備えた 4 つの仮想マシンが必要です。 
 

VM の数 コア メモリ ストレージ IOPS 

1 4 30GB 900GB 200 

3 8 64GB 150GB 100 
 

サポートされるクライアントとブラウザの組み合わせ 
 

（注） すべてのブラウザに Adobe® Flash® Player 11 以降のバージョンがインストールされている必要があります。 
 

 

 

クライアント OS 対応ブラウザ 

Windows 7 および 8.1 Internet Explorer 10 以降（互換モードはサポートされていません）  

Firefox 30 以降 

Chrome 30 以降  

Macintosh OS/X Firefox 30 以降  

Chrome 30 以降  

Safari 7 以降  

Linux/RHEL Firefox 30 以降  

Chrome 30 以降 
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関連資料 
 

タイトル 説明 

『Cisco UCS Performance Manager Getting Started 
Guide』 

インストール後に環境をモニタするために Cisco UCS 
Performance Manager を設定する手順について説明します。 

『Cisco UCS Performance Manager Administration 
Guide』 

Cisco UCS Performance Manager のアーキテクチャおよび

機能の概要と、システムを使用する上で役立つ手順と例

を提供します。 

『Cisco UCS Performance Manager User Guide』 UCS 環境で Cisco UCS Performance Manager を使用する

ための詳細な手順について説明します。 

『Cisco UCS Performance Manager インストール 
ガイド』 

Cisco UCS Performance Manager のインストールとアップグ

レードの詳細情報と手順を提供します。 

『Cisco UCS Performance Manager Migration 
Guide』 

Cisco UCS Performance Manager バージョン 1.1.x から

バージョン 2.0 へのデータ移行の詳細情報と手順を提供

します。 

『Cisco UCS Performance Manager Release Notes』 公開されているマニュアル セットではまだ提供されていな

い既知の問題、解決済みの問題、および最新の情報に

ついて説明します。 
 

 

マニュアルに関するフィードバック 
 

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、

HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。 
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Cisco UCS Performance Manager へようこそ 
 

 
 
 
 

Cisco UCS Performance Manager では、単一のコンソールから UCS コンポーネントへの可視性が提供され、パ

フォーマンス モニタリングとキャパシティ プランニングを実現します。また、統合されたインフラストラクチャの

データセンター保証が提供され、アプリケーション パフォーマンスを物理および仮想インフラストラクチャ パ
フォーマンスに関連付けます。これにより、リソースを最適化でき、顧客により良いサービス レベルを提供する

ことができます。 
 

このリリースは、Docker に基づくオープン ソースのアプリケーション サービス オーケストレータである、追加のコ

ンポーネント、コントロール センターを特長としています。コントロール センターにより、Cisco UCS Performance 
Manager のインストール、導入、管理が大幅に簡素化されます。 

 
この章では、コントロール センターについて簡単に説明し、Cisco UCS Performance Manager の導入にどのよう

に影響するかを示します。 

コントロール センターの概要 
 

 

コントロール センターは、単純な Web アプリケーションから複数階層のステートフル アプリケーション スタック

まで、Cisco UCS Performance Manager および他の Docker アプリケーションを管理できる Platform-as-a-Service
（PaaS）フレームワークです。コントロール センターはサービス指向型アーキテクチャに基づいており、アプリ

ケーションをホスト、データセンターおよび地域にまたがる一連の分散サービスとして実行できます。 
 

コントロール センターの主な機能は次のとおりです。 

■ Cisco UCS Performance Manager を導入および管理するための直感的な HTML5 インターフェイス 
■ 統合されたバックアップと復元、および増分スナップショットとロールバックのサポート 
■ Logstash および ElasticSearch による集中ロギング 
■ データベース サービスおよび他の永続的なサービスのサポート 
■ すべてのサービスおよびコンテナ間の暗号化された通信 

Docker の基礎 

（注） この項は、Cisco UCS Performance Manager 向けにカスタマイズされた the architecture description provided by 
Docker をまとめたものです。追加情報については、Docker のサイトを参照してください。 

 
 

Docker は、Linux カーネルの cgroups 機能 を使用してアプリケーションを開発、配布および実行するための便

利なツールを提供します。Docker 内部には、イメージ、レジストリおよびコンテナが含まれます。 
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Docker イメージ 
Docker イメージは、Docker コンテナの作成に使用される読み取り専用テンプレートです。イメージは構築

が容易で、イメージの更新は大規模な置換ではなく変更レイヤです。 

Docker レジストリ 
Docker レジストリにはイメージが保持されます。Cisco UCS Performance Manager アプライアンスには、Cisco 
UCS Performance Manager アプリケーションのイメージを保持するプライベート Docker レジストリが含まれます。 

Docker コンテナ 
Docker コンテナにはアプリケーションのインスタンスを実行するのに必要なすべてがあり、イメージから作

成されます。Cisco UCS Prime Performance Manager アプリケーションにはさまざまなコンテナが含まれてお

り、各コンテナを使用して特定のサービスの 1 つ以上のインスタンスを実行します。 

コントロール センターの用語および概念 
アプリケーション 

Docker コンテナに変換された 1 つ以上のソフトウェア プログラムのコレクション。Cisco UCS Performance 
Manager はその一例です。 

リソース プール 
それぞれ独自のコンピューティング、ネットワーク、およびストレージ リソースを備えた、1 つ以上のハイ

パーバイザ ゲスト システムのコレクション。デフォルト リソース プールの名前は default です。リソース 
プール内のすべてのシステムは、同じハイパーバイザのゲストである必要があります。 

エージェント ホスト（リソース プールのホスト） 

属するリソース プールにスケジュールされたアプリケーション サービスを実行する、ハイパーバイザ ゲスト 
システム。システムは、エージェントとマスター、または単にエージェント、または単にマスターとして構成で

きます。 

マスター ホスト 
アプリケーション サービス スケジューラ、Docker レジストリ、分散ファイル システム、およびコントロール セ
ンターのブラウザ インターフェイスのサーバなど他の内部サービスを実行するハイパーバイザ ゲスト シス

テム。システムは、エージェントとマスター、または単にエージェント、または単にマスターとして構成できま

す。コントロール センター クラスタ内の 1 つのシステムのみマスターとして指定できます。 

クラスタ 

1 つ以上のコントロール センターのリソース プール。 

パッケージの考慮事項 
 

 

Cisco UCS Performance Manager は、事前設定されたアプライアンスとして次の自己完結型パッケージで配布

されます。 

■ Microsoft Hyper-V システム用の自己インストール型 ISO パッケージ 
■ vSphere システム用の VMware OVA パッケージ 

 
アプライアンスには、コントロール センターがインストールされたランタイム環境（CentOS 7.1）と、ローカルの 
Docker レジストリにロードされた Cisco UCS Performance Manager が含まれます。ほとんどのカスタマーは、単

一のゲスト システムのみを導入する必要があります。 
 

バックアップのベスト プラクティスはこれらを別個に格納することであるため、アプライアンスにバックアップ 
データのパーティションは含まれません。シスコでは、バックアップ用のストレージをゲスト システムに追加する

ことを推奨しています。詳細については、23 ページの「コントロール センターのマスター ホストへのストレージ
の追加」を参照してください。 
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導入に関する考慮事項 
 

 

このリリースのコントロール センターの機能は、Cisco UCS Performance Manager の導入に次のように影響します。 

■ リソース プール内のすべてのコントロール センター ホストには、同じハードウェア リソースが必要です。 
■ すべての Cisco UCS Performance Manager データは、コントロール センターのマスター ホストに保存されま

す。エージェント ホストは、NFS に基づく分散ファイル システムを介してデータにアクセスします。 
■ コントロール センターはタイムスタンプおよびシステム クロックに依拠してサービスの同期を保っているた

め、ハイパーバイザ機能を単独で使用してゲストを一時停止することはサポートされていません。ゲストを

一時停止または停止する前に、コントロール センターを使用して Cisco UCS Performance Manager を正常

にシャットダウンします。 
■ コントロール センター ゲスト システムを実行する vSphere ホストは、クロックをパブリックまたはプライベート 

NTP サーバと同期するように設定する必要があります。コントロール センター ゲスト システムは、VMware 
ツールを 1 時間に 1 回呼び出すことで、クロックを vSphere ホストと同期します。NTP 用の vSphere ホストの

設定の詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。 
■ コントロール センターのバックアップおよび復元機能は、Cisco UCS Performance Manager データのアーカ

イブおよび復元にサポートされている唯一の方法です。ハイパーバイザ機能単独で作成されたバックアッ

プでは、Docker イメージとデバイス マッパー スナップショットの同期は保証されません。 
■ 単一ホスト導入には、最大 500 台のサーバをサポートするのに十分なコンピューティング、メモリ、およびス

トレージ リソースが含まれます。ただし、マルチホスト導入には、リソースが増えることよりもさらに重要な利

点があります。 

■ マルチホスト導入には、コントロール センターの信頼性を高める ZooKeeper クラスタが含まれます。 
■ マルチホスト導入は、高可用性を実現するように設定できます。 
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コントロール センターのマスター ホストのインストール 
この章では、VMware vSphere または Microsoft Hyper-V を使用して、コントロール センターのマスター ホストと

して Cisco UCS Performance Manager アプライアンス パッケージをインストールする方法について説明します。 

この章の手順では、マスターとエージェントの両方として機能するコントロール センターのマスター ホストを設

定します。単一ホスト導入を設定する場合でもマルチホスト導入を設定する場合でも、この章の手順を実行し

ます。（マルチホスト導入の設定の詳細については、29 ページの「マルチホスト コントロール センター クラスタ
の作成」を参照してください）。 

（注） バージョン 1.1.x システムからデータを移行する場合は、バージョン 1.1.x システムおよびバージョン 2.0 
システムが共通のデータストアまたはデータストア クラスタを使用できるようにしてください。 

この章の手順には、コントロール センターで作成されたバックアップ用のストレージの追加は含まれません。

Cisco UCS Performance Manager ホストのハイパーバイザ バックアップでは、システムを正常に復元するのに必

要な情報はキャプチャされないため、ハイパーバイザ バックアップではなくコントロール センターのバックアッ

プおよび復元機能を使用することが推奨されます。バックアップ用ストレージの追加の詳細については、

23 ページ「コントロール センターのマスター ホストへのストレージの追加」を参照してください。コントロール セ
ンターのバックアップおよび復元機能の詳細については、『Cisco UCS Performance Manager Administration Guide』を
参照してください。 

仮想マシンの作成 
 

 

VMware vSphere または Microsoft Hyper-V で Cisco UCS Performance Manager アプライアンスの仮想マシンを

作成できます。この項のいずれかの手順を選択します。 

vSphere での仮想マシンの作成 
このタスクを実行するには、以下が必要です。 

■ VMware vSphere クライアント 
■ シスコ サポート サイトから Cisco UCS Performance Manager ソフトウェアをダウンロードする権限 

この手順では、VMware vSphere Client 5.0.0 を使用して vSphere Server バージョン 5.0.0 によって管理される仮

想マシンとして Cisco UCS Performance Manager OVA パッケージをインストールします。この手順は、VMware 
vSphere Client のバージョンによって若干異なります。 

 

（注） VMware vSphere Client 5.0.0 には、圧縮された OVA ファイルの導入に必要なライブラリが含まれてい

ません。OVA パッケージを圧縮解除して導入するか、または不足しているライブラリ をダウンロードしてインス

トールする必要があります。ライブラリをインストールすることを推奨します。 
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コントロール センターのマスター ホストのインストール 

1 Cisco UCS Performance Manager サイトからワークステーションに Cisco UCS Performance Manager OVA ファイ

ルをダウンロードします。 
2 VMware vSphere Client を使用して、root として、またはスーパーユーザ権限を持つユーザとして vCenter 

にログインし、[Home] ビューを表示します。 
 

図 1：vSphere Client の [Home] ビュー 
 

 
3 [File] メニューから [Deploy OVF Template...] を選択します。 
4 [Source] パネルで、Cisco UCS Performance Manager パッケージのパスを指定して、[Next >] をクリックします。 
5 [OVF Template Details] パネルで、[Next >] をクリックします。 
6 [Name and Location] パネルで、サーバの名前と場所を指定します。 

a [Name] フィールドで、新しい名前を入力するか、デフォルト値を使用します。 
b [Inventory Location] 領域で、仮想マシンのデータセンターを選択します。 
c [Next >] をクリックします。 

7 [Host / Cluster] パネルで、ホスト システムを選択して、[Next >] をクリックします。 
8 [Storage] パネルで、ご使用の UCS システムに十分なスペースがあるストレージ システムを選択して、[Next >] 

をクリックします。 
9 [Disk Format] パネルで、[Thin Provison] を選択し、[Next >] をクリックします。 
10 [Ready to Complete] パネルで、導入設定を確認し、[Finish] をクリックします。 

[Power on after deployment] というチェックボックスはオンにしないでください。 
11 新しい仮想マシンの [Getting Started] タブに移動し、[Edit Virtual Machine Settings] リンクをクリックします。 
12 [Virtual Machine Properties] ダイアログの [Hardware] テーブルで [Memory] を選択します。 
13 [Memory Configuration] 領域で、[Memory Size] フィールドを 64GB に設定し、[OK] ボタンをクリックします。 
14 新しい仮想マシンの [Getting Started] タブで、[Power on virtual machine] リンクをクリックします。 

Hyper-V での仮想マシンの作成 
このタスクを実行するには、以下が必要です。 

■ Microsoft Remote Desktop Client 
■ Microsoft Hyper-V Server 上の管理者権限 
■ シスコ サポート サイトから Cisco UCS Performance Manager ソフトウェアをダウンロードする権限 

この手順では、Cisco UCS Performance Manager アプライアンスを Microsoft Hyper-V で管理される仮想マシン

としてインストールします。 
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1 Microsoft Remote Desktop Client を使用して、管理者としてまたは管理者権限を持つユーザとして Hyper-V 
ホストにログインします。 

2 Cisco UCS Performance Manager サイトから Hyper-V ホストに Cisco UCS Performance Manager ISO ファイルをダ

ウンロードします。 
3 Hyper-V Manager を起動します。 
4 左の列で、仮想マシンをホストするサーバを選択します。 
5 [Action] メニューから、[New] > [Virtual Machine...] を選択します。 
6 [New Virtual Machine Wizard] ダイアログで、[Specify Name and Location] パネルを表示します。 

表示される最初のパネルが [Before You Begin] パネルの場合、[Next >] をクリックします。 
7 [Specify Name and Location] パネルで、仮想マシンの名前を入力し、[Next >] をクリックします。 
8 [Specify Generation] パネルで、[Generation 1] を選択し、[Next >] をクリックします。 
9 [Assign Memory] パネルで、[Startup memory] フィールドに 65536 (64GB) と入力して [Next >] をクリックし

ます。 
10 [Configure Networking] パネルで、[Cisco VIC Ethernet Interface - Virtual Switch] を選択し、[Next >] をク

リックします。 
11 [Connect Virtual Hard Disk] パネルで [Create a virtual hard disk] を選択し、[Size] フィールドに 300 と入力し

て [Next >] をクリックします。 
12 [Installation Options] パネルで、Cisco UCS Performance Manager ISO パッケージを指定します。 

a [Install an operating system from a bootable CD/DVD-ROM] を選択します。 
b [Image file (.iso)] を選択し、Cisco UCS Performance Manager ISO イメージ ファイルの場所を指定します。 
c [Next >] をクリックします。 

13 [Summary] パネルで、仮想マシンの仕様を確認し、[Finish] をクリックします。 

Hyper-V Manager が新しい仮想マシンを作成して、[New Virtual Machine Wizard] ダイアログを閉じます。 
14 Hyper-V Manager の [Virtual Machines] 領域で、新しい仮想マシンを選択し、右クリックして [Settings...] を選

択します。 
15 [Settings] ダイアログの [Hardware] 領域で、[Processor] を選択します。 

 
図 2：プロセッサが選択された [Settings] ダイアログ 

 

 
16 [Processor] 領域で、[Number of virtual processors] に 8 と入力して [OK] をクリックします。 
17 Hyper-V Manager の [Virtual Machines] 領域で、新しい仮想マシンを選択し、右クリックして [Start] を選択し

ます。 
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図 3：仮想マシンの起動 
 

 
18 Hyper-V Manager の [Virtual Machines] 領域で、新しい仮想マシンを選択し、右クリックして [Connect] を選

択します。 
19 [Virtual Machine Connection] ウィンドウで、Enter キーを押します。 

 
図 4：アプライアンスのインストール開始画面 

 

 
アプライアンスのインストール プロセスには約 15 分かかり、追加入力なしで完了する必要があります。 

20 オプション：必要に応じて、インストール先を選択します。 

まれに、「Kickstart insufficient」メッセージでインストールが中断されます。 
 

図 5：「Kickstart insufficient」メッセージ 
 

 
a [INSTALLATION SUMMARY] ページの [SYSTEM] 領域で、[INSTALLATION DESTINATION] コン

トロールをクリックします。 
 

図 6：[INSTALLATION DESTINATION] ページ 
 

 
b [INSTALLATION DESTINATION] ページの左上隅にある [Done] ボタンをクリックします。 
c [INSTALLATION SUMMARY] ページの右下隅にある [Begin Installation] ボタンをクリックします。
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コントロール センターのホスト モードの設定 
 

 

この手順は、コントロール センター ホストを作成して起動した後ただちに実行します。すべてのコントロール セ
ンター導入には、マスター ホストとして設定された 1 つのシステムを含める必要があります。 

 
1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスを介して、コントロール センター ホストのコンソール インター

フェイスにアクセスします。 
 

図 7：ハイパーバイザ コンソールの初期ログイン プロンプト 
 

 
2 root ユーザとしてログインします。 

初期パスワードは ucspm です。 
3 root の新しいパスワードを入力するよう求められます。 

 

（注） パスワードは 8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字という文字クラスのうち 3 つから少

なくとも 1 文字ずつを含める必要があります。 
 

4 ccuser の新しいパスワードを入力するよう求められます。 

ccuser アカウントは、コントロール センターのブラウザ インターフェイスにアクセスするためにデフォルト

のアカウントです。 
5 ホストのマスター ロールを選択します。 

 

 

a [Configure appliance] メニューで Tab キーを押して、[Choose] ボタンを選択します。 
b Enter キーを押します。 

システムがリブートします。 
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接続の編集 
 

 

ネットワーク接続のデフォルト設定は DHCP です。スタティック IPv4 アドレッシングを設定するには、次の手順

を実行します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

 

 
3 [NetworkManager TUI] メニューを選択します。 

a [Appliance Administration] メニューで [Configure Network and DNS] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

 

 
4 [NetworkManager TUI] メニューから [Edit a connection] を選択して、Return キーを押します。 

TUI に、このホストで使用可能な接続が表示されます。 
 

図 8：例：使用可能な接続 
 

 

2015 年 12 月 15 

http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/


Cisco UCS Performance Manager インストール ガイド 

 

（注） docker0 接続は変更しないでください。 
 

 

5 下矢印キーを使用して [Wired Connection 1] を選択し、Return キーを押します。 
 

図 9：例：[Edit Connection] 画面 
 

 
 

Tab キーおよび矢印キーを使用して [Edit Connection] 画面でオプションの間を移動するか、Return キー

を使用してオプションを切り替えるか、オプションのメニューを表示します。 
6 オプション：[IPv4 CONFIGURATION] 領域が表示されない場合は、表示オプション（<Show>）を選択し

て、Return キーを押します。 
7 [IPv4 CONFIGURATION] 領域で <Automatic> を選択して、Return キーを押します。 

 
図 10：例：IPv4 設定オプション 

 

 
8 スタティック IPv4 ネットワーキングを設定します。 

a 下矢印キーを使用して [Manual] を選択し、Return キーを押します。 
b Tab キーまたは下矢印キーを使用して [Addresses] の横にある <Add...> オプションを選択し、Return 

キーを押します。 
c [Addresses] フィールドに仮想マシンの IPv4 アドレスを入力し、Return キーを押します。 
d [Gateway] および [DNS servers] フィールドに対して、前の 2 つの手順を繰り返します。 

9 Tab キーまたは下矢印キーを使用して [Edit Connection] 画面の下部で <OK> オプションを選択し、

Return キーを押します。 
10 使用可能な接続画面で、Tab キーを使用して <Quit> オプションを選択し、Return キーを押します。 
11 オペレーティング システムをリブートします。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Reboot System] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

システム ホスト名の設定 
 

 

コントロール センター ホストのデフォルトのホスト名は ucspm です。ホスト名を変更するには、次の手順を実

行します。 
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1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

 

 
3 [NetworkManager TUI] メニューを選択します。 

a [Appliance Administration] メニューで [Configure Network and DNS] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

 

 
4 ホスト名の入力フィールドを表示します。 

a [NetworkManager TUI] メニューで、下矢印キーを使用して [Set system hostname] を選択します。 

b Tab キーを押して [OK] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

5 [Hostname] フィールドに、新しいホスト名を入力します。 

ホスト名または完全修飾ドメイン名を入力できます。 
6 Tab キーを 2 度押して [OK] ボタンを選択し、Enter キーを押します。 

 

 
7 確認ダイアログで、Return キーを押します。 
8 オペレーティング システムをリブートします。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Reboot System] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 
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ブラウザ インターフェイスへのアクセスの有効化 
 

 

コントロール センターと Cisco UCS Performance Manager には、独立した Web サーバによって提供される独立

したブラウザ インターフェイスがあります。 

■ コントロール センターの Web サーバは、HostnameOrIP:443 でリスニングします。このため、cc-
master.example.com というコントロール センター マスター ホストの場合、使用するホスト名ベースの 
URL は https://cc-master です。 

■ Cisco UCS Performance Manager の Web サーバは、仮想ホスト名 ucspm.HostnameOrIP:443 でリスニ

ングします。cc-master.example.com というコントロール センター マスター ホストの場合、使用する

ホスト名ベースの URL は https://ucspm.cc-master です。 
 

ホスト名でのブラウザ インターフェイスへのアクセスを有効にするには、名前解決エントリを環境内の DNS 
サーバ、または個々のクライアント システムのホスト ファイルに追加します。 

■ Windows クライアント システムでは、このファイルは C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts です。 
■ Linux および OS/X クライアント システムでは、このファイルは /etc/hosts です。 

名前解決の構文 
 

次の行は、名前解決ファイルに追加するエントリの構文を示しています。 
 

 
 

たとえば、次のエントリは example.com ドメイン内の IP アドレス 192.0.2.12、ホスト名 cc-master のコ

ントロール センター マスター ホストを識別します。 
 

 

Windows 7 システムでの名前解決の設定 
この手順を実行するには、Windows 管理者権限が必要です。 

 
1 管理者権限を持つユーザとして Windows 7 にログインします。 
2 [Start] メニューから、[All Programs] > [Accessories] > [Notepad] を強調表示します。 
3 右クリックして [Run as administrator] を選択します。 
4 メモ帳の [File] メニューで、[Open] を選択します。 
5 [Open] ウィンドウの [File Name] フィールドに、C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts と入

力します。 
6 ファイルの末尾に、コントロール センターのマスター ホストの名前解決エントリを追加します。 

詳細については、18 ページの「名前解決の構文」を参照してください。 
7 ファイルを保存してメモ帳を終了します。 

Linux または OS/X システムでの名前解決の設定 
この手順を実行するには、クライアント システムのスーパーユーザ権限が必要です。 

 
1 クライアント システムに root として、または sudo 権限を持つユーザとしてログインします。 
2 テキスト エディタで /etc/hosts ファイルを開きます。 
3 ファイルの末尾に、コントロール センターのマスター ホストの名前解決エントリを追加します。 

詳細については、18 ページの「名前解決の構文」を参照してください。 
4 ファイルを保存し、エディタを閉じます。 

192.0.2.12 cc-master.example.com cc-master ucspm.cc-master 

IP-Address FQDN Hostname ucspm.Hostname 
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Cisco UCS Performance Manager の導入 
 

 

コントロール センターに初めてログインするときには、次の手順を実行します。 
 

1 コントロール センターのブラウザ インターフェイスのログイン ページを表示します。 
Hostname を Cisco UCS Performance Manager の仮想マシン名に置き換えます。 

 

 
 

 

（注） コントロール センター インターフェイスの要求をリスニングする Web サーバは、コントロール セン

ターのマスター ホストに電源を投入後、起動するまでに通常 1-2 分かかります。 
 

 

 

図 11：コントロール センターのログイン ページ 
 

 
2 ログイン ページで、ccuser とパスワードを入力します。 

 
図 12：初期ログインのランディング ページ 

 

 
3 [Applications] ページで、ページ右側にある [+ Application] ボタンをクリックします。 

 
図 13：Deployment Wizard 

 

 

https://Hostname 
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4 [Deployment Wizard] で、default リソース プールにマスター ホストを追加します。 

追加するホストは、コントロール センターのマスター ホストです。 
a [Host and Port] フィールドにコントロール センターのマスター ホストのホスト名または IP アドレスを入力

し、続けてコロン文字（：）、次に 4979 を入力します。 
ホスト名を入力した場合、コントロール センターのクラスタ内のすべてのホストが、/etc/hosts のエ

ントリまたはネットワーク上のネーム サーバから名前を解決できる必要があります。 
b [Resource Pool ID] フィールドでリストから default を選択し、[Next] をクリックします。 
c [RAM Committment] フィールドで、コントロール センターおよび Cisco UCS Performance Manager に費

やすマスター ホスト RAM の割合を入力します。 

オペレーティング システムに必要な RAM の量は、この値に含まれません。このフィールドには 100 と
入力することが推奨されます。 

d [Deployment Wizard] の下部で [Next] をクリックします。 
5 導入するアプリケーションを選択します。 

a ucspm を選択します。 
b [Deployment Wizard] の下部で [Next] をクリックします。 

6 アプリケーションのリソース プールを選択します。 
a default を選択します。 
b [Deployment Wizard] の下部で [Next] をクリックします。 

7 導入 ID を選択し、Cisco UCS Performance Manager を導入します。 
a [Deployment ID] フィールドに、Cisco UCS Performance Manager のこの導入の名前を入力します。 
b [Deployment Wizard] ウィザードの下部で [Deploy] をクリックします。 

 
図 14：Cisco UCS Performance Manager が展開される 

 

 
8 ページの上部にある [Logout] をクリックします。 

コントロールは、ページの右側にあります。 

■ Cisco UCS Performance Manager バージョン 1.1.x システムからデータを移行する場合は、この時点でこの

マニュアルの他のタスクは実行しないでください。代わりに、『Cisco UCS Performance Manager Migration Guide』
を参照してください。 

■ マルチホスト コントロール センター クラスタをインストールする場合は、29 ページの「マルチ ホスト コント
ロール センター クラスタの作成」を参照してください。 

■ 単一ホスト コントロール センター クラスタをインストールする場合は、21 ページの「コントロール センターで
の Cisco UCS Performance Manager の管理」を参照してください。 
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3 コントロール センターでの Cisco UCS 
Performance Manager の管理 

 

 
 
 
 

この章では、コントロール センターのブラウザ インターフェイスを使用して Cisco UCS Performance Manager を
起動および停止する方法について説明します。Cisco UCS Performance Manager の使用を開始する方法の詳

細については、『Cisco UCS Performance Manager Getting Started Guide』を参照してください。 
 

（注） 移行が完了した場合、Cisco UCS Performance Manager はすでに起動されています。『Cisco UCS 
Performance Manager Getting Started Guide』に進むことができます。 

 
 

Cisco UCS Performance Manager の起動 
 

 

1 コントロール センターのブラウザ インターフェイスのログイン ページを表示します。 
HostName を、コントロール センターのマスター ホストの名前に置き換えます。 

 

 
 

 

（注） コントロール センター インターフェイスの要求をリスニングする Web サーバは、コントロール セン

ターのマスター ホストに電源を投入後、起動するまでに通常 1-2 分かかります。 
 

 

2 ログイン ページで、ccuser とパスワードを入力します。 
 

図 15：初期ログインのランディング ページ 
 

 
3 [Applications] テーブルの [Actions] カラムで、ucspm 行の [Start] コントロールをクリックします。 

 
図 16：[Service] ダイアログの起動 

 

 

https://HostName 
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4 [Start Service] ダイアログで、[Start Service and 46 Children] ボタンをクリックします。 
5 [Applications] テーブルの [Actions] カラムで、ucspm 行の ucspm をクリックします。 
6 スクロールして子サービスが起動していることを確認します。 

通常、子サービスの起動には 4-5 分かかります。子サービスに赤い感嘆符アイコンが表示されていない場

合、Cisco UCS Performance Manager は実行中です。 
7 オプション：必要に応じて、Cisco UCS Performance Manager インターフェイスにログインします。 

a [Virtual Host Names] テーブルまでスクロールします。 
b [URL] カラムで、ucspm で起動された最後のエントリのリンクをクリックします。 

コントロール センターのマスター ホストのシャット ダウン 
 

 

コントロール センターは、システム クロック（と NTP）に依拠して Cisco UCS Performance Manager サービスを調

整する分散システムです。このため、コントロール センターのマスター ホストを一時停止または停止すると、コ

ントロール センターが不明な状態になり、修復するのに手動による介入が必要になることがあります。シスコで

は、マスター ホストを一時停止または停止する前に、次の手順に従って Cisco UCS Performance Manager を停

止することを推奨しています。 
 

1 ccuser としてコントロール センターのブラウザ インターフェイスにログインします。 
 

 
2 [Applications] テーブルの [Actions] カラムで、ucspm の [Stop] コントロールをクリックします。 
3 [Stop Service] ダイアログで、[Stop Service and 46 Children] ボタンをクリックします。 
4 コントロール センターのブラウザ インターフェイスをログアウトします。 
5 通常のハイパーバイザ コントロールを使用して、Cisco UCS Performance Manager のマスター ホストをシャッ

トダウンします。 
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A コントロール センターのマスター ホストへのストレー

ジの追加 
 

 

 
 
 
 

この付録では、コントロール センターのマスター ホストにストレージを追加する方法について説明します。すべ

ての導入でバックアップ用のストレージを追加する必要があり、マルチホスト導入では一般に、データ収集用

のストレージを追加する必要があります。 
 

バックアップ ストレージまたはデータ収集ストレージを追加するには、まず 23 ページの「仮想ディスクの作成
および追加」の手順を実行します。その後、次のいずれかの手順を実行します。 

 
27 ページの「バックアップ用のパーティションの作成」 
28 ページ「データ収集ストレージ用のパーティションの作成」 

 
この付録の手順は、コントロール センターのマスター ホストをインストールした後にのみ実行できます。 

仮想ディスクの作成および追加 
 

 

この手順を実行するには、以下が必要です。 

■ ハイパーバイザ システムの管理者権限 
■ ハイパーバイザ システムのクライアント 

この手順では、ホストで仮想ディスクを作成、特定し、パーティションを作成します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root としてコマンドライン セッションを開始します。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Root Shell] を選択します。 

b Tab キーを押して [Run] を選択し、Return キーを押します。 
メニューが、次の例のようなコマンド プロンプトに置き換えられます。 

 

 
3 ホストに接続されているブロック ストレージを識別します。 

 

 
出力例： 

 
 

 NAM HCTL SIZE 
 /dev/sda 2:0:0:0 293G 
 /dev/sr0 1:0:0:0 1024M 
 

 
 

lsblk -pdo NAME,HCTL,SIZE 

[root@ucspm ~]# 
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この出力例は、2 つのデバイスを示しています。 

■ 1 つのディスク ドライブ（/dev/sda） 
■ 1 つの CD-ROM ドライブ（/dev/sr0） 

4 コントロール センターのマスター ホストの仮想ディスクを作成します。 
次のいずれかの手順を実行します。 

■ 24 ページの「vSphere での仮想ディスクの作成」  
■ 25 ページの「Hyper-V での仮想ディスクの作成」  
完了したら、この手順に戻り、次のステップを実行します。 

5 すべての SCSI ストレージを再スキャンします。 
 

 
6 ホストに接続されているブロック ストレージを識別します。 

 
 

 lsblk -pdo NAME,HCTL,SIZE 
 

出力例： 

 

 NAM HCTL SIZE 
 /dev/sda 2:0:0:0 293G 
 /dev/sdb 2:0:1:0 300G 
 /dev/sr0 1:0:0:0 1024M 
 

 

この出力例は、新しいドライブ /dev/sdb を示しています。 
7 新しいドライブに 1 つのプライマリ パーティションを作成します。 

詳細については、25 ページの「ディスクでのプライマリ パーティションの作成」を参照してください。 

完了したら、次のいずれかの手順に進みます。 
 

27 ページの「バックアップ用のパーティションの作成」  
28 ページ「データ収集ストレージ用のパーティションの作成」  

vSphere での仮想ディスクの作成 
このタスクを実行するには、VMware vSphere Client が必要です。 

 
1 VMware vSphere Client を使用して、root として、またはスーパーユーザ権限を持つユーザとして vCenter 

にログインし、[Home] > [Inventory] > [Inventory] ビューを表示します。 
2 左の列で、コントロール センターのマスター ホストの仮想マシンを右クリックし、[Edit Settings...] を選択します。 
3 [Hardware] タブで、[Add...] ボタンをクリックします。 
4 [Add Hardware] ダイアログで [Hard Disk] を選択し、[Next >] ボタンをクリックします。 
5 [Select a Disk] ペインで [Create a new virtual disk] ラジオ ボタンをクリックし、[Next >] ボタンをクリックします。 
6 [Create a Disk] ペインで、仮想ディスクを設定します。 

a [Capacity] 領域で、ディスク サイズを設定します。 

バックアップ ストレージの場合、300GB が推奨されます。データ収集ストレージの場合、150GB が推奨

されます。 
b [Disk Provisioning] 領域で、使用するオプションを選択します。 

for h in $(ls /sys/class/scsi_host) 
do 

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/${h}/scan 
done 
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c [Location] 領域で、使用するオプションを選択します。 
d [Next >] ボタンをクリックします。 

7 [Advanced Options] ペインで、モードを設定します。 
a [Mode] 領域で [Independent] チェックボックスをオンにします。 
b [Persistent] ラジオ ボタンをクリックします。 
c [Next >] ボタンをクリックします。 

8 [Ready to Complete] ペインで仮想ディスクの構成を確認し、[Finish] ボタンをクリックします。 
9 [Virtual Machine Properties] ダイアログの下部で [OK] ボタンをクリックします。 

Hyper-V での仮想ディスクの作成 
このタスクを実行するには、以下が必要です。 

■ Microsoft Remote Desktop Client 
■ Microsoft Hyper-V Server 上の管理者権限 

 
1 Microsoft Remote Desktop Client を使用して、管理者としてまたは管理者権限を持つユーザとして Hyper-V 

ホストにログインします。 
2 Hyper-V Manager を起動します。 
3 左の列で、コントロール センターのマスター ホストをホストするサーバを選択し、右クリックして [New] > 

[Hard Disk...] を選択します。 
4 [New Virtual Hard Disk Wizard] ダイアログで [Choose Disk Format] パネルに移動します。 
5 [VHDX] オプション ボタンをクリックし、[Next >] ボタンをクリックします。 
6 [Choose Disk Type] パネルで [Dynamically expanding] オプション ボタンをクリックし、[Next >] ボタンをクリッ

クします。 
7 [Specify Name and Location] パネルで [Name] フィールドにディスクの名前を入力して、[Next >] ボタンをク

リックします。 
8 [Configure Disk] パネルで [Create the new blank virtual hard disk] オプション ボタンをクリックし、[Size] フィー

ルドにディスク サイズを入力して、[Next >] ボタンをクリックします。 

バックアップ ストレージの場合、300GB が推奨されます。データ収集ストレージの場合、150GB が推奨され

ます。 
9 [Summary] パネルで、仮想ディスクの設定を確認し、[Finish] ボタンをクリックします。 
10 Hyper-V Manager で、コントロール センターのマスター ホストの仮想マシンを右クリックして、[Settings...] を

選択します。 
11 [Settings] ダイアログで、左の列の [Hardware] リストから [SCSI Controller] を選択します。 
12 右側の [SCSI Controller] 領域で [Hard Drive] を選択し、[Add] ボタンをクリックします。 
13 [Hard Drive] 領域で [Virtual hard disk] オプション ボタンをクリックし、[Browse] ボタンをクリックします。 
14 [Open] ダイアログで、前に作成したハード ディスク イメージを選択し、[Open] ボタンをクリックします。 
15 [Settings] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。 

ディスクでのプライマリ パーティションの作成 
 

この手順では、ディスク上にプライマリ パーティションを作成する方法を示します。各プライマリ パーティション

はファイル システムまたはスワップ領域としてフォーマットできます。これはデバイス マッパー シン プールに使

用されるか、または将来の使用のために予約されます。各ディスクには 1 つのプライマリ パーティションが必要

です。4 つ設定することもできます。 
 

（注） 選択したディスク上のデータは、この手順によって破壊されます。続行する前に、ディスク上のデータ

がどこかにバックアップされたか、不要になったことを確認してください。 
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1 ターゲット ディスクのパーティション テーブル エディタを起動します。 
この例では、ターゲット ディスクは /dev/sdb で、パーティション テーブルにエントリはありません。 

 

図 17：初期画面 
 

 
 

cfdisk コマンドは、パーティション テーブルを編集するためのテキスト ユーザ インターフェイス（TUI）を
提供します。次のリストは、インターフェイスの間を移動する方法を示しています。 

■ テーブル内のエントリを選択するには、上下の矢印キーを使用します。現在のエントリが強調表示され

ます。 
■ インターフェイス下部のメニューからコマンドを選択するには、左右の矢印キーまたは Tab および 

Shift-Tab を使用します。現在のコマンドが強調表示されます。 
■ コマンドを選択するには、Enter キーを押します。 
■ メニューの前のレベルに戻るには、Esc キーを押します。 
■ インターフェイスを終了するには、メニューから [Quit] を選択し、Enter キーを押します。 

 
cfdisk の詳細については、man cfdisk と入力します。 

2 新しいパーティションを作成します。 

作成するプライマリ パーティションごとに、次のサブステップを繰り返します。ディスク上に 4 つのプライマリ 
パーティションを作成できます。 

a [FS Type] カラムで値が Free Space のテーブル エントリを選択します。 
b [New] を選択し、Enter キーを押します。 
c [Primary] を選択し、Enter キーを押します。 
d [Size (in MB)] プロンプトで、作成するパーティションのサイズをメガバイト単位で入力し、Enter キーを押

します。 

ディスクのすべての空き領域であるデフォルト値をそのまま使用するには、Enter キーを押します。 

e （注） 使用可能なすべてのディスク領域を使用する単一のパーティションを作成した場合は、このサ

ブステップを省略します。 
 

 

オプション：[Beginning] を選択し、Enter キーを押します。 
 

cfdisk /dev/sdb 
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図 18：1 つのプライマリ パーティション 
 

 
3 パーティション テーブルをディスクに書き込み、パーティション テーブル エディタを終了します。 

a [Write] を選択し、Enter キーを押します。 
b [Are you sure...] プロンプト で、yes と入力し、Enter キーを押します。 

ブート可能なパーティションに関する警告は無視できます。 
c [Quit] を選択し、Enter キーを押します。 

次のいずれかの手順を実行します。 
 

27 ページの「バックアップ用のパーティションの作成」  
28 ページ「データ収集ストレージ用のパーティションの作成」  

バックアップ用のパーティションの作成 
 

 

この手順を実行する前に、23 ページの「仮想ディスクの作成および追加」のすべての手順を完了します。 

この手順では、コントロール センターのマスター ホストのバックアップ用のパーティションを作成します。 

1 作成するパーティションを特定します。 
Device を、前に追加された仮想ディスクに置き換えます。 

 

 
出力例： 

 

 
 

この例では、作成するパーティションは /dev/sdb1 です。 
2 パーティション上に XFS ファイル システムを作成し、パーティションに名前を付けます。 

Partition を、前に特定したパーティションに置き換えます。 
 

 
3 ファイル システムのマウント ポイントを作成し、アクセス許可ビットを設定します。 

 

 

mkdir -p /opt/serviced/var/backups && \ 
chmod 777 /opt/serviced/var/backups 

mkfs -t xfs -L BACKUPS Partition 

NAME SIZE TYPE 
/dev/sdb 300G disk 
|--/dev/sdb1 300G part 

lsblk -p --output=NAME,SIZE,TYPE Device 
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4 /etc/fstab ファイルにエントリを作成します。 
Partition を、前に特定したパーティションに置き換えます。 

 

 
5 ファイル システムをマウントし、正しくマウントされたことを確認します。 

 

 
結果の例： 

 

 
 

データ収集ストレージ用のパーティションの作成 
 

 

この手順を実行する前に、23 ページの「仮想ディスクの作成および追加」のすべての手順を完了します。 

この手順では、コントロール センターのマスター ホストのデータ収集ストレージ用のパーティションを作成します。 

1 作成するパーティションを特定して、サイズを記録します。 
Device を、前に追加された仮想ディスクに置き換えます。 

 

 
出力例： 
 
 

 NAM SIZE TYPE 
 /dev/sdc 150G disk 
 |--/dev/sdc1 150G part 
 

 

この例では、作成するパーティションは /dev/sdc1 で、150GB が含まれます。 
2 新しい物理ボリュームを作成します。 

Partition を、前に特定したパーティションに置き換えます。 
 

 
成功すると、pvcreate コマンドによって新しい物理ボリュームの名前が表示されます。これは、パーティ

ションと同じ名前です。 
3 データ収集に使用されるボリューム グループ、serviced を拡張します。 

PhysicalVolume を、前の手順で作成した物理ボリュームの名前に置き換えます。 
 

 
4 データ収集に使用されるシン プールを、更新されたボリューム グループで拡張します。 

SIZE を、serviced ボリューム グループに追加した物理ボリュームの合計サイズ（単位を含む）に置き換

えます。 
 

 
lvextend コマンドによって、シン プールのデータとメタデータの両方が自動的に拡張されます。 

lvextend -L+SIZE serviced/serviced-pool 

vgextend serviced PhysicalVolume 

pvcreate Partition 

lsblk -p --output=NAME,SIZE,TYPE Device 

/dev/sdb1 on /opt/serviced/var/backups type xfs 
(rw,relatime,attr2,inode64,noquota) 

mount -a && mount | grep backups 

myPart=Partition 
echo "$myPart /opt/serviced/var/backups xfs defaults 0 0" \ 

>> /etc/fstab 
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B マルチホスト コントロール センター クラスタの作成 
この付録では、エージェント ホストのインストールおよびマスター ホストの再設定を含め、マルチホスト コント

ロール センター クラスタを作成する方法を示します。 
 

（注） マルチホスト導入の最初の手順は、マスター ホストをインストールすることです。詳細については、

10 ページの「コントロール センターのマスター ホストのインストール」を参照してください。 
 

 

マルチホストの Cisco UCS Performance Manager の導入には、1 つのコントロール センター マスター ホストと 
3 つのコントロール センター エージェント ホストが含まれます。（これより少ない数のエージェント ホストはサ

ポートされておらず、追加のエージェント ホストが必要になることはめったにありません。） 
 

次のリストで、マルチホスト導入を設定するプロセスの概要を示します。 
 

1 マスター ホストを作成します。 
 

10 ページの「コントロール センターのマスター ホストのインストール」  
2 オプション：Cisco UCS Performance Manager バージョン 1.1.x システムからデータを移行します。詳細につ

いては、『Cisco UCS Performance Manager Migration Guide』を参照してください。 
3 次の手順を 3 回繰り返して、エージェント ホストを作成します。 

 
a 30 ページの「仮想マシンの作成」 
b 33 ページの「仮想マシン モードの設定」 
c 54 ページの「システム ホスト名の設定」 

4 ホスト名または完全修飾ドメイン名を使用する場合、コントロール センターのマスター ホストと各エージェン

ト ホストでこの手順を実行します。 
 

38 ページの「/etc/hosts ファイルの編集」  
5 ZooKeeper クラスタを作成します。 

 
39 ページの「ZooKeeper クラスタの設定」  

6 オプション：プライベート NTP サーバを作成します。これは Microsoft Hyper-V ゲストでのみ必要です。 
7 マスター ホストで次の手順を実行します。 

 
a 45 ページの「デフォルトのリソース プールへのエージェント ホストの追加」  
b 46 ページの「新しいプールへのマスター ホストの移動」  
c 47 ページの「Cisco UCS Performance Manager の再導入」  
d 48 ページの「マスター ホストのリソースの削減」  
e 23 ページの「コントロール センター マスター ホストへのストレージの追加」  
f 50 ページの「マスター ホストの再起動」  
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仮想マシンの作成 
 

 

VMware vSphere または Microsoft Hyper-V で Cisco UCS Performance Manager アプライアンスの仮想マシンを

作成できます。この項のいずれかの手順を選択します。 

vSphere での仮想マシンの作成 
このタスクを実行するには、VMware vSphere Client が必要です。 

この手順では、VMware vSphere Client 5.0.0 を使用して vSphere Server バージョン 5.0.0 によって管理される仮

想マシンとして Cisco UCS Performance Manager OVA パッケージをインストールします。この手順は、VMware 
vSphere Client のバージョンによって若干異なります。 

 
1 必要に応じて、Cisco UCS Performance Manager サイトからワークステーションに Cisco UCS Performance 

Manager OVA ファイルをダウンロードします。 
 

 

（注） マスター ホストの仮想マシンとエージェント ホストの仮想マシンの両方に同じ OVA パッケージが

使用されます。 
 

 

2 VMware vSphere Client を使用して、root として、またはスーパーユーザ権限を持つユーザとして vCenter 
にログインし、[Home] ビューを表示します。 

 
図 19：vSphere Client の [Home] ビュー 

 

 
3 [File] メニューから [Deploy OVF Template...] を選択します。 
4 [Source] パネルで、Cisco UCS Performance Manager パッケージのパスを指定して、[Next >] をクリックします。 
5 [OVF Template Details] パネルで、[Next >] をクリックします。 
6 [Name and Location] パネルで、サーバの名前と場所を指定します。 

a [Name] フィールドに、新しい名前を入力します。 
b [Inventory Location] 領域で、仮想マシンのデータセンターを選択します。 
c [Next >] をクリックします。 

7 [Host / Cluster] パネルで、ホスト システムを選択して、[Next >] をクリックします。 
8 [Storage] パネルで、ご使用の UCS システムに十分なスペースがあるストレージ システムを選択して、[Next >] 

をクリックします。 
9 [Disk Format] パネルで、[Thin Provison] を選択し、[Next >] をクリックします。 
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10 [Ready to Complete] パネルで、導入設定を確認し、[Finish] をクリックします。 
必要に応じて、[Power on after deployment] チェックボックスをオンにできます。 

11 オプション：新しい仮想マシンの [Getting Started] タブで、必要に応じて [Power on virtual machine] リンクを

クリックします。 
 

Hyper-V での仮想マシンの作成 
このタスクを実行するには、以下が必要です。 

■ Microsoft Remote Desktop Client 
■ Microsoft Hyper-V Server 上の管理者権限 

この手順では、Cisco UCS Performance Manager アプライアンスを Microsoft Hyper-V で管理される仮想マシン

としてインストールします。 
 

1 Microsoft Remote Desktop Client を使用して、管理者としてまたは管理者権限を持つユーザとして Hyper-
V ホストにログインします。 

2 必要に応じて、Cisco UCS Performance Manager サイトから Hyper-V ホストに Cisco UCS Performance Manager 
ISO ファイルをダウンロードします。 

 
 

（注） マスター ホストの仮想マシンとエージェント ホストの仮想マシンの両方に同じ OVA パッケージが

使用されます。 
 

 

3 Hyper-V Manager を起動します。 
4 左の列で、仮想マシンをホストするサーバを選択します。 
5 [Action] メニューから、[New] > [Virtual Machine...] を選択します。 
6 [New Virtual Machine Wizard] ダイアログで、[Specify Name and Location] パネルを表示します。 

表示される最初のパネルが [Before You Begin] パネルの場合、[Next >] をクリックします。 
7 [Specify Name and Location] パネルで、仮想マシンの名前を入力し、[Next >] をクリックします。 
8 [Specify Generation] パネルで、[Generation 1] を選択し、[Next >] をクリックします。 
9 [Assign Memory] パネルで、[Startup memory] フィールドに 40960 (40GB) と入力して [Next >] をクリックし

ます。 
10 [Configure Networking] パネルで、[Cisco VIC Ethernet Interface - Virtual Switch] を選択し、[Next >] をク

リックします。 
11 [Connect Virtual Hard Disk] パネルで [Create a virtual hard disk] を選択し、[Size] フィールドに 140 と入力し

て [Next >] をクリックします。 
12 [Installation Options] パネルで、Cisco UCS Performance Manager ISO パッケージを指定します。 

a [Install an operating system from a bootable CD/DVD-ROM] を選択します。 
b [Image file (.iso)] を選択し、Cisco UCS Performance Manager ISO イメージ ファイルの場所を指定します。 
c [Next >] をクリックします。 

13 [Summary] パネルで、仮想マシンの仕様を確認し、[Finish] をクリックします。 

Hyper-V Manager が新しい仮想マシンを作成して、[New Virtual Machine Wizard] ダイアログを閉じます。 
14 Hyper-V Manager の [Virtual Machines] 領域で、新しい仮想マシンを選択し、右クリックして [Settings...] を選

択します。 
15 [Settings] ダイアログの [Hardware] 領域で、[Processor] を選択します。 
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図 20：プロセッサが選択された [Settings] ダイアログ 
 

 
16 [Processor] 領域で、[Number of virtual processors] フィールドに 8 と入力して [OK] をクリックします。 
17 Hyper-V Manager の [Virtual Machines] 領域で、新しい仮想マシンを選択し、右クリックして [Start] を選択し

ます。 
 

図 21：仮想マシンの起動 
 

 
18 Hyper-V Manager の [Virtual Machines] 領域で、新しい仮想マシンを選択し、右クリックして [Connect] を選

択します。 
19 [Virtual Machine Connection] ウィンドウで、Enter キーを押します。 

 
図 22：アプライアンスのインストール開始画面 

 

 
アプライアンスのインストール プロセスには約 15 分かかり、追加入力なしで完了する必要があります。 

20 オプション：必要に応じて、インストール先を選択します。 
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まれに、「Kickstart insufficient」メッセージでインストールが中断されます。 
 

図 23：「Kickstart insufficient」メッセージ 
 

 
a [INSTALLATION SUMMARY] ページの [SYSTEM] 領域で、[INSTALLATION DESTINATION] コン

トロールをクリックします。 
 

図 24：[INSTALLATION DESTINATION] ページ 
 

 
b [INSTALLATION DESTINATION] ページの左上隅にある [Done] ボタンをクリックします。 
c [INSTALLATION SUMMARY] ページの右下隅にある [Begin Installation] ボタンをクリックします。 

仮想マシン モードの設定 
 

 

この手順は、Cisco UCS Performance Manager 用の仮想マシンを作成して起動した後ただちに実行します。Cisco 
UCS Performance Manager の導入には、エージェント ホストとして設定された 3 つのシステムが含まれます。 

 
1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスを介して、コントロール センター ホストのコンソール インター

フェイスにアクセスします。 
 

図 25：ハイパーバイザ コンソールの初期ログイン プロンプト 
 

 
2 root ユーザとしてログインします。 

初期パスワードは ucspm です。 
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3 root の新しいパスワードを入力するよう求められます。 
 

（注） パスワードは 8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字という文字クラスのうち 3 つから少

なくとも 1 文字ずつを含める必要があります。 
 

 

4 ccuser の新しいパスワードを入力するよう求められます。 

ccuser アカウントは、コントロール センターのブラウザ インターフェイスにアクセスするためにデフォルト

のアカウントです。 
5 仮想マシンのエージェント ロールを選択します。 

 

 

a [Configure appliance] メニューで、下矢印キーを押して [Agent] を選択します。 
b Tab キーを 押して [Choose] ボタンを選択し、Enter キーを押します。 

 

 
c [IP] フィールドに、マスター ホストのホスト名、完全修飾ドメイン名、または IPv4 アドレスを入力します。 

マスター ホストのホスト名または完全修飾ドメイン名を入力した場合、エージェント ホストの 
/etc/hosts ファイルのエントリ、または名前を IPv4 アドレスに解決するネットワークのネーム サーバ

が必要です。 
d Tab キーを 押して [OK] ボタンを選択し、Enter キーを押します。 
システムがリブートします。 

接続の編集 
 

 

ネットワーク接続のデフォルト設定は DHCP です。スタティック IPv4 アドレッシングを設定するには、次の手順

を実行します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 
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3 [NetworkManager TUI] メニューを選択します。 

a [Appliance Administration] メニューで [Configure Network and DNS] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

 

 
4 [NetworkManager TUI] メニューから [Edit a connection] を選択して、Return キーを押します。 

TUI に、このホストで使用可能な接続が表示されます。 
 

図 26：例：使用可能な接続 
 

 
 

（注） docker0 接続は変更しないでください。 
 

 

5 下矢印キーを使用して [Wired Connection 1] を選択し、Return キーを押します。 
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図 27：例：[Edit Connection] 画面 
 

 
 

Tab キーおよび矢印キーを使用して [Edit Connection] 画面でオプションの間を移動するか、Return キー

を使用してオプションを切り替えるか、オプションのメニューを表示します。 
6 オプション：[IPv4 CONFIGURATION] 領域が表示されない場合は、表示オプション（<Show>）を選択し

て、Return キーを押します。 
7 [IPv4 CONFIGURATION] 領域で <Automatic> を選択して、Return キーを押します。 

 
図 28：例：IPv4 設定オプション 

 

 
8 スタティック IPv4 ネットワーキングを設定します。 

a 下矢印キーを使用して [Manual] を選択し、Return キーを押します。 
b Tab キーまたは下矢印キーを使用して [Addresses] の横にある <Add...> オプションを選択し、Return 

キーを押します。 
c [Addresses] フィールドに仮想マシンの IPv4 アドレスを入力し、Return キーを押します。 
d [Gateway] および [DNS servers] フィールドに対して、前の 2 つの手順を繰り返します。 

9 Tab キーまたは下矢印キーを使用して [Edit Connection] 画面の下部で <OK> オプションを選択し、

Return キーを押します。 
10 使用可能な接続画面で、Tab キーを使用して <Quit> オプションを選択し、Return キーを押します。 
11 オペレーティング システムをリブートします。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Reboot System] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

システム ホスト名の設定 
 

 

コントロール センター ホストのデフォルトのホスト名は ucspm です。ホスト名を変更するには、次の手順を実

行します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 
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3 [NetworkManager TUI] メニューを選択します。 

a [Appliance Administration] メニューで [Configure Network and DNS] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

 

 
4 ホスト名の入力フィールドを表示します。 

a [NetworkManager TUI] メニューで、下矢印キーを使用して [Set system hostname] を選択します。 

b Tab キーを押して [OK] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

5 [Hostname] フィールドに、新しいホスト名を入力します。 

ホスト名または完全修飾ドメイン名を入力できます。 
6 Tab キーを 2 度押して [OK] ボタンを選択し、Enter キーを押します。 

 

 
7 確認ダイアログで、Return キーを押します。 
8 オペレーティング システムをリブートします。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Reboot System] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 
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/etc/hosts ファイルの編集 
 

 

この手順は任意です。この手順は、IPv4 アドレスではなくホスト名または完全修飾ドメイン名を使用する場合

にのみ、およびすべてのエージェント ホストがインストールされ名前を変更された後にのみ実行します。この

手順は、コントロール センターのマスター ホストおよび各エージェント ホストで実行します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

 

 
3 root としてコマンドライン セッションを開始します。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Root Shell] を選択します。 

b Tab キーを押して [Run] を選択し、Return キーを押します。 
メニューが、次の例のようなコマンド プロンプトに置き換えられます。 

 

 
4 テキスト エディタで /etc/hosts ファイルを開きます。 

次の手順では、nano エディタを使用します。 
a エディタを起動します。 

 

 
 

図 29：nano セッションの例 
 

 
 

上矢印および下矢印キーを使用して行を選択し、右矢印および左矢印キーを使用し行の文字を選択

します。 

nano /etc/hosts 

[root@ucspm ~]# 
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b オプション：エージェント ホストでは、ファイルに同じ IP アドレスを持つ 2 つのエントリが含まれることが

あります。IP アドレスを ucspm ホスト名にマップする、2 つのうちの最初のエントリを削除します。 
c コントロール センターのマスター ホストと各エージェント ホストにエントリを追加します。 
d ファイルを保存し、エディタを終了します。 

保存するには、Ctrl+o を押します。終了するには、Ctrl+x を押します。 
5 [Appliance Administration] メニューに戻ります。 

 

 
6 [Appliance Administration] メニューを終了します。 

a 下矢印キーを使用して [Exit] を選択します。 
b Tab キーを押してから Return キーを押します。 

ZooKeeper クラスタの設定 
 

 

コントロール センターでは、Apache ZooKeeper に依拠してサービスの同期を保ちます。この項の各手順では、マ

スター ホストおよび 2 つのエージェント ホストで ZooKeeper クラスタを作成します。 

マスター ホストでの ZooKeeper クラスタの設定 
この手順では、マスター ホストで ZooKeeper クラスタを設定します。 

 
1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root としてコマンドライン セッションを開始します。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Root Shell] を選択します。 

b Tab キーを押して [Run] を選択し、Return キーを押します。 

メニューが、次の例のようなコマンド プロンプトに置き換えられます。 
 

 
3 ZooKeeper クラスタ内の各ノードの変数を作成します。 

変数は、後続の手順で使用されます。 
 

 

（注） これらの変数は、マスター ホストと各エージェント ホストでまったく同じに定義します。 
 

 

各 CC*Host 変数を、ZooKeeper クラスタ内のいずれかのコントロール センター ホストの IP アドレスまたは

ホスト名に置き換えます。 
 

 
4 ZooKeeper クラスタでこのノードの ID を 1 に設定します。 

 

 
5 ZooKeeper のアンサンブルでホストを指定します。 

このマニュアルから次のテキストをコピーして、コンソールに張り付けることができます。 
 

 

echo "SERVICED_ZK=${node1}:2181,${node2}:2181,${node3}:2181" \ 
>> /etc/default/serviced 

echo "SERVICED_ISVCS_ZOOKEEPER_ID=1" >> /etc/default/serviced 

node1=CCMasterHost 
node2=CCAgentHost-A 
node3=CCAgentHost-B 

[root@ucspm ~]# 

exit 
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6 ZooKeeper のクォーラムでホストを指定します。 
このマニュアルから次のテキストをコピーして、コンソールに張り付けることができます。 

 

 

 
7 コントロール センターのサービスを再起動します。 

 

 

エージェント ホストでの ZooKeeper クラスタの設定 
この手順では、エージェント ホストで ZooKeeper クラスタを設定します。ZooKeeper クラスタ内のコントロール 
センターのエージェント ホストごとに、この手順を繰り返します。 

 
1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root としてコマンドライン セッションを開始します。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Root Shell] を選択します。 

b Tab キーを押して [Run] を選択し、Return キーを押します。 
メニューが、次の例のようなコマンド プロンプトに置き換えられます。 

 

 
3 ZooKeeper クラスタ内の各ノードの変数を作成します。 

変数は、後続の手順で使用されます。 
 

 

（注） これらの変数は、マスター ホストと各エージェント ホストでまったく同じに定義します。 
 

 

各 CC*Host 変数を、ZooKeeper クラスタ内のいずれかのコントロール センター ホストの IP アドレスまたは

ホスト名に置き換えます。 
 

 
4 ZooKeeper の start フラグを設定します。 

 

 
5 ZooKeeper クラスタでのこのノードの ID を設定します。 

CCAgentHost-A（node2）の ID は 2 に設定します。CCAgentHost-B（node3）の ID は 3 に設定します。 
n を 2 または 3 に置き換えます。 

 

 
6 ZooKeeper のアンサンブルでホストを指定します。 

このマニュアルから次のテキストをコピーして、コンソールに張り付けることができます。 
 

 

echo "SERVICED_ZK=${node1}:2181,${node2}:2181,${node3}:2181" \ 
>> /etc/default/serviced 

echo "SERVICED_ISVCS_ZOOKEEPER_ID=n" >> /etc/default/serviced 

echo "SERVICED_ISVCS_START=zookeeper" >> /etc/default/serviced 

node1=CCMasterHost 
node2=CCAgentHost-A 
node3=CCAgentHost-B 

[root@ucspm ~]# 

systemctl restart serviced 

q2="2@${node2}:2888:3888" 
q3="3@${node3}:2888:3888" 
echo "SERVICED_ISVCS_ZOOKEEPER_QUORUM=${q1},${q2},${q3}" \ 
>> /etc/default/serviced 

q1="1@${node1}:2888:3888" 
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7 ZooKeeper のクォーラムでホストを指定します。 
このマニュアルから次のテキストをコピーして、コンソールに張り付けることができます。 

 

 

 
8 コントロール センターのサービスを再起動します。 

 

 

Microsoft Hyper-V ゲストでの NTP の有効化 
 

 

ほとんどの分散アプリケーションと同様、コントロール センターには共通の時刻源が必要です。この項の各手

順では、コントロール センター クラスタ内のすべてのホストのシステム クロックを同期するために、NTP を有効

にします。 
 

NTP は、パブリック タイム サーバまたはプライベート マスター サーバに依拠するように設定できます。 

■ コントロール センター クラスタ内のすべてのホストがインターネットにアクセスできる場合は、パブリック タイ

ム サーバに依拠するように NTP を設定します。 
■ コントロール センター クラスタ内のホストがインターネットにアクセスできない場合は、プライベート マス

ター サーバに依拠するように NTP を設定します。 
 

 

（注） この項の各手順を必要とするのは、Microsoft Hyper-V ゲストとして稼動するマルチホスト導入のみで

す。VMware vSphere ゲストは、毎時の cron ジョブを使用してシステム クロックをホストと同期します。 
 

 

パブリック タイム サーバの NTP の設定 
 

この手順では、NTP のデフォルト設定を使用してシステム クロックをパブリック タイム サーバと同期します。コ

ントロール センター クラスタ内のすべてのホストがインターネットにアクセスできる場合、まずコントロール セン

ターのマスター ホストから始めて、クラスタ内の各ホストでこの手順を繰り返します。 
 

（注） VMware vSphere ゲストでは、この手順を実行しないでください。 
 

 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root としてコマンドライン セッションを開始します。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Root Shell] を選択します。 

b Tab キーを押して [Run] を選択し、Return キーを押します。 
メニューが、次の例のようなコマンド プロンプトに置き換えられます。 

 

 
3 コントロール センターを停止します。 

 

 
systemctl stop serviced 

[root@ucspm ~]# 

systemctl restart serviced 

q3="3@${node3}:2888:3888" 
echo "SERVICED_ISVCS_ZOOKEEPER_QUORUM=${q1},${q2},${q3}" \ 
>> /etc/default/serviced 

q1="1@${node1}:2888:3888" 
q2="2@${node2}:2888:3888" 
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4 システム クロックを同期して、NTP デーモンを有効にします。 

a システム時刻を設定します。 
 

 
b ntpd デーモンを有効にします。 

 

 
c システムの起動時に起動するように ntpd を設定します。 

現在、NTP に関連する未解決の問題により、リブート後に ntpd を正しく再起動できません。次のコマ

ンドは、その回避策として使用できます。 
 

 
d ntpd を起動します。 

 

 
5 コントロール センターを起動します。 

 

 

NTP マスター サーバの設定 
 

この手順では、コントロール センターのマスター ホストで NTP マスター サーバを設定します。この手順は、ホ

ストにインターネット アクセスがない場合にのみ実行します。 
 

（注） VMware vSphere ゲストでは、この手順を実行しないでください。 
 

 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root としてコマンドライン セッションを開始します。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Root Shell] を選択します。 

b Tab キーを押して [Run] を選択し、Return キーを押します。 
メニューが、次の例のようなコマンド プロンプトに置き換えられます。 

 

 
3 NTP コンフィギュレーション ファイルのバックアップを作成します。 

 

 
4 NTP コンフィギュレーション ファイル を編集します。 

a テキスト エディタで /etc/ntp.conf を開きます。 
b ファイルのすべての行を、次の行に置き換えます。 

 

cp -p /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.orig 

[root@ucspm ~]# 

systemctl start serviced 

systemctl start ntpd 

echo "systemctl start ntpd" >> /etc/rc.d/rc.local 
chmod +x /etc/rc.d/rc.local 

systemctl enable ntpd 

ntpd -gq 
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c ADDRESS_RANGE を、この NTP サーバに対するクエリを許可された IPv4 ネットワーク アドレスの範囲

に置き換えます。 
 

たとえば、次の IP アドレスがコントロール センター クラスタのホストに割り当てられます。 
203.0.113.10 
203.0.113.11 
203.0.113.12 
203.0.113.13 

 
上記のアドレスで、ADDRESS_RANGE の値は 203.0.113.0 です。 

d NETMASK を、アドレス範囲に対応する IPv4 ネットワーク マスクに置き換えます。 
たとえば、203.0.113.0 のネットワーク マスクは 255.255.255.0 です。 

e ファイルを保存し、エディタを終了します。 
5 コントロール センターを停止します。 

 

 
6 NTP デーモンを有効にして起動します。 

a ntpd デーモンを有効にします。 
 

 
b システムの起動時に起動するように ntpd を設定します。 

現在、NTP に関連する未解決の問題により、リブート後に ntpd を正しく再起動できません。次のコマ

ンドは、その回避策として使用できます。 
 

 
c ntpd を起動します。 

 

 
7 コントロール センターを起動します。 

 

 
systemctl start serviced 

systemctl start ntpd 

echo "systemctl start ntpd" >> /etc/rc.d/rc.local 
chmod +x /etc/rc.d/rc.local 

systemctl enable ntpd 

systemctl stop serviced 

# Use the local clock 
server 127.127.1.0 prefer 
fudge 127.127.1.0 stratum 10 
driftfile /var/lib/ntp/drift 
broadcastdelay 0.008 

 
# Give localhost full access rights 
restrict 127.0.0.1 

 
# Grant access to client hosts 
restrict ADDRESS_RANGE mask NETMASK nomodify notrap 
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NTP クライアントの設定 
 

この手順では、エージェント ホストのクロックを、コントロール センターのマスター ホスト上の NTP サーバと同

期するように設定します。この手順を使用するのは、ホストにインターネット アクセスがない場合のみであり、コ

ントロール センター クラスタの各エージェント ホストでこの手順を繰り返します。 
 

（注） VMware vSphere ゲストでは、この手順を実行しないでください。 
 

 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root としてコマンドライン セッションを開始します。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Root Shell] を選択します。 

b Tab キーを押して [Run] を選択し、Return キーを押します。 
メニューが、次の例のようなコマンド プロンプトに置き換えられます。 

 

 
3 NTP コンフィギュレーション ファイルのバックアップを作成します。 

 

 
4 NTP コンフィギュレーション ファイル を編集します。 

a テキスト エディタで /etc/ntp.conf を開きます。 
b ファイルのすべての行を、次の行に置き換えます。 

 

 
c MASTER_ADDRESS の両方のインスタンスを、NTP サーバが稼動しているホスト（コントロール セン

ターのマスター ホスト）の IPv4 アドレスに置き換えます。 
d ファイルを保存し、エディタを終了します。 

5 コントロール センターを停止します。 
 

 
6 クロックをマスター サーバと同期します。 

 

 
7 NTP デーモンを有効にして起動します。 

a ntpd デーモンを有効にします。 
 

 
systemctl enable ntpd 

ntpd -gq 

systemctl stop serviced 

# Point to the master time server 
server MASTER_ADDRESS 

 
restrict default ignore 
restrict 127.0.0.1 
restrict MASTER_ADDRESS mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery 

 
driftfile /var/lib/ntp/drift 

cp -p /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.orig 

[root@ucspm ~]# 
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b システムの起動時に起動するように ntpd を設定します。 

現在、NTP に関連する未解決の問題により、リブート後に ntpd を正しく再起動できません。次のコマ

ンドは、その回避策として使用できます。 
 

 
c ntpd を起動します。 

 

 
8 コントロール センターを起動します。 

 

 

マスター ホストの設定 
 

 

コントロール センターのマスター ホストのデフォルト インストールは、移行タスクおよび単一ホストの導入用に

設定されています。この項の各手順では、デフォルト設定を変更して、マルチホスト導入を可能にします。 

デフォルトのリソース プールへのエージェント ホストの追加 
この手順では、コントロール センターの default リソース プールにエージェント ホストを追加します。 

 
1 コントロール センターのブラウザ インターフェイスのログイン ページを表示します。 

HostName を、コントロール センターのマスター ホストの名前または IP アドレスに置き換えます。 
 

 
2 ログイン ページで、ccuser とパスワードを入力します。 
3 ページの上部にある [Hosts] をクリックします。 

 
図 30：[Hosts] ページ 

 

 
4 [Hosts] ページで [+ Host] ボタンをクリックします。 

ボタンは、ページの右側にあります。 

図 31：[Add Host] ダイアログ ページ 
 

 

https://HostName 

systemctl start serviced 

systemctl start ntpd 

echo "systemctl start ntpd" >> /etc/rc.d/rc.local 
chmod +x /etc/rc.d/rc.local 
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5 [Add Host] ダイアログで、いずれかのエージェント ホストを default リソース プールに追加します。 

a [Host and Port] フィールドにエージェント ホストのホスト名または IP アドレスを入力し、続けてコロン文

字（：）、次に 4979 を入力します。 
b [Resource Pool ID] フィールドでリストから default を選択し、[Next] をクリックします。 
c [RAM Committment] フィールドで、コントロール センターに費やすエージェントホスト RAM の割合を

入力します。 

オペレーティング システムに必要な RAM の量は、この値に含まれません。このフィールドには 100 と
入力することが推奨されます。 

d [Add Host] ダイアログの下部で [Add Host] をクリックします。 
6 各エージェント ホストに対して、前述の 2 つの手順を繰り返します。 

新しいプールへのマスター ホストの移動 
この手順では、コントロール センターの新しいリソース プールを作成し、新しいプールに移動します。 

 
1 コントロール センターのブラウザ インターフェイスのログイン ページを表示します。 

HostName を、コントロール センターのマスター ホストの名前または IP アドレスに置き換えます。 
 

 
2 ログイン ページで、ccuser とパスワードを入力します。 
3 ページの上部にある [Resource Pools] をクリックします。 

図 32：[Resource Pools] ページ 
 

 
4 [Resource Pools] ページで [+ Resource Pool] ボタンをクリックします。 

ボタンは、ページの右側にあります。 

図 33：[Add Resource Pool] ダイアログ 
 

 
5 [Add Resource Pool] ダイアログで、master という名前のリソース プールを作成します。 

a [Resource Pool] フィールドに master と入力します。 

必要に応じて、異なる名前を使用できます。 
b オプション：必要に応じて、[Description] フィールドに説明テキストを入力します。 
c [Add Resource Pool] ダイアログの下部で [Add Resource Pool] をクリックします。 

6 ページの上部にある [Hosts] をクリックします。 
 

https://HostName 
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図 34：4 つのホストのある [Hosts] ページ 
 

 
7 default リソース プールから、コントロール センターのマスター ホストを削除します。 

a [Hosts] テーブルの [Actions] カラムで、コントロール センターのマスター ホストの [Delete] コントロール

をクリックします。 
上記の例では、マスター ホストの名前は ucspm-master です。 

b [Remove Host] ダイアログで [Remove Host] ボタンをクリックします。 
8 master リソース プールに、コントロール センターのマスター ホストを追加します。 

a [+ Host] ボタンをクリックします。 

ボタンは、ページの右側にあります。 
b [Host and Port] フィールドにマスター ホストのホスト名または IP アドレスを入力し、続けてコロン文字（：）、

次に 4979 を入力します。 
c [Resource Pool ID] フィールドで、リストから master を選択します。 
d [RAM Committment] フィールドで、コントロール センターに費やすエージェントホスト RAM の割合を

入力します。 

このフィールドには 100 と入力することが推奨されます。 
e [Add Host] ダイアログの下部で [Add Host] をクリックします。 

マスター ホストの [Active] カラムのアイコンがグレーになります。 

Cisco UCS Performance Manager の再導入 
 

1 コントロール センターのブラウザ インターフェイスのログイン ページを表示します。 
HostName を、コントロール センターのマスター ホストの名前または IP アドレスに置き換えます。 

 

 
2 ログイン ページで、ccuser とパスワードを入力します。 

 
図 35：ランディング ページ 

 

 
3 [Applications] テーブルの [Actions] カラムで、ucspm エントリの [Delete] ボタンをクリックします。 
4 [Remove Application] ダイアログで [Remove Application] ボタンをクリックします。 

 

https://HostName 
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図 36：Deployment Wizard 
 

 
5 [Applications] ページで、ページ右側にある [+ Application] ボタンをクリックします。 

 
図 37：Deployment Wizard 

 

 
6 [Deployment Wizard] で、導入するアプリケーションを選択します。 

a ucspm を選択します。 
b [Deployment Wizard] の下部で [Next] をクリックします。 

7 アプリケーションのリソース プールを選択します。 
a master を選択します。 
b [Deployment Wizard] の下部で [Next] をクリックします。 

8 導入 ID を選択し、Cisco UCS Performance Manager を導入します。 
a [Deployment ID] フィールドに、Cisco UCS Performance Manager のこの導入の名前を入力します。 
b [Deployment Wizard] ウィザードの下部で [Deploy] をクリックします。 

図 38：Cisco UCS Performance Manager が展開される 
 

 
9 ページの上部にある [Logout] をクリックします。 

コントロールは、ページの右側にあります。 

マスター ホストのリソースの削減 
 

この項の次のいずれかの手順を実行して、コントロール センターのマスター ホスト専用の RAM の量および 
CPU コアの数を減らします。 
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vSphere でのマスター ホストのリソースの削減 

このタスクを実行するには、VMware vSphere Client が必要です。 

この手順では、VMware vSphere Client 5.0.0 を使用して、コントロール センターのマスター ホスト専用の RAM 
の量および CPU コアの数を減らします。この手順は、VMware vSphere Client のバージョンによって若干異なり

ます。 
 

1 VMware vSphere Client を使用して、root として、またはスーパーユーザ権限を持つユーザとして vCenter 
にログインし、[Home] > [Inventory] > [Inventory] ビューを表示します。 

2 左の列で、コントロール センターのマスター ホストの名前を右クリックします。 
3 [Getting Started] タブで [Shut down the virtual machine] リンクをクリックします。 
4 システムをシャットダウンしたら、[Edit virtual machine settings] リンクをクリックします。 

 
図 39：[Virtual Machine Properties] ダイアログ 

 

 
5 左側の [Hardware] テーブルで [Memory] を選択します。 
6 右側の [Memory Configuration] 領域で、[Memory Size] フィールドの値を 64GB から 30GB に変更します。 
7 [Hardware] テーブルで [CPUs] を選択します。 
8 [Number of virtual sockets] フィールドで、値を 8 から 4 に変更します。 
9 [Virtual Machine Properties] ダイアログの下部で [OK] ボタンをクリックします。 

 
Hyper-V でのマスター ホストのリソースの削減 

このタスクを実行するには、以下が必要です。 

■ Microsoft Remote Desktop Client 
■ Microsoft Hyper-V Server 上の管理者権限 

この手順では、Microsoft Hyper-V Manager を使用して、コントロール センターのマスター ホスト専用の RAM 
の量および CPU コアの数を減らします。 

 
1 Microsoft Remote Desktop Client を使用して、管理者としてまたは管理者権限を持つユーザとして Hyper-

V ホストにログインします。 
2 Hyper-V Manager を起動します。 
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3 Hyper-V Manager で、コントロール センターのマスター ホストの名前を右クリックして、[Shut Down...] を選

択します。 
4 マスター ホストの状態が [Off] の場合、コントロール センターのマスター ホストの名前を右クリックして、

[Settings...] を選択します。 
5 [Settings] ダイアログの [Hardware] 領域で、[Memory] を選択します。 
6 [Memory] 領域で、[Startup RAM] フィールドの値を 65536 から 30720 に変更します。 
7 [Settings] ダイアログの [Hardware] 領域で、[Processor] を選択します。 
8 [Processor] 領域で、[Number of virtual processors] フィールドの値を 8 から 4 に変更して、[OK] をクリックし

ます。 

マスター ホストの再起動 
 

この項のいずれかの手順を実行して、コントロール センターのマスター ホストを再起動します。 
 

vSphere でのマスター ホストの再起動 

このタスクを実行するには、VMware vSphere Client が必要です。 
 

1 VMware vSphere Client を使用して、root として、またはスーパーユーザ権限を持つユーザとして vCenter 
にログインし、[Home] > [Inventory] > [Inventory] ビューを表示します。 

2 左の列で、コントロール センターのマスター ホストの名前を右クリックします。 
3 [Summary] タブで、[Power On] リンクをクリックします。 

 
Hyper-V でのマスター ホストの再起動 

このタスクを実行するには、以下が必要です。 

■ Microsoft Remote Desktop Client 
■ Microsoft Hyper-V Server 上の管理者権限 

 
1 Microsoft Remote Desktop Client を使用して、管理者としてまたは管理者権限を持つユーザとして Hyper-

V ホストにログインします。 
2 Hyper-V Manager を起動します。 
3 Hyper-V Manager で、コントロール センターのマスター ホストの名前を右クリックして、[Start] を選択します。 
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[Appliance Administration] メニューの使用  
この付録では、curses ベースのテキスト ユーザ インターフェイス（TUI）である [Appliance Administration] メ
ニューについて説明します。 

ネットワークおよび DNS の設定 
 

 

[Configure Network and DNS ] オプションでは、NetworkManager のテキスト ユーザ インターフェイス（TUI）ツー

ルである nmtui を起動します。nmtui ユーティリティは、ネットワーク接続を編集およびアクティブ化し、ホス

ト名を変更するためのサブメニューを提供します。 
 

（注） [Configure Network and DNS] オプションのみを使用して接続プロパティまたはホスト名を変更し、変

更後は常に再起動することが推奨されます。 
 

 

接続の編集 
ネットワーク接続のデフォルト設定は DHCP です。スタティック IPv4 アドレッシングを設定するには、次の手順

を実行します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

 

 

C 
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3 [NetworkManager TUI] メニューを選択します。 

a [Appliance Administration] メニューで [Configure Network and DNS] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

 
4 [NetworkManager TUI] メニューから [Edit a connection] を選択して、Return キーを押します。 

TUI に、このホストで使用可能な接続が表示されます。 
 

図 40：例：使用可能な接続 
 

 
 

（注） docker0 接続は変更しないでください。 
 

 

5 下矢印キーを使用して [Wired Connection 1] を選択し、Return キーを押します。 
 

図 41：例：[Edit Connection] 画面 
 

 
 

Tab キーおよび矢印キーを使用して [Edit Connection] 画面でオプションの間を移動するか、Return キー

を使用してオプションを切り替えるか、オプションのメニューを表示します。 
6 オプション：[IPv4 CONFIGURATION] 領域が表示されない場合は、表示オプション（<Show>）を選択し

て、Return キーを押します。 
7 [IPv4 CONFIGURATION] 領域で <Automatic> を選択して、Return キーを押します。 
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図 42：例：IPv4 設定オプション 
 

 
8 スタティック IPv4 ネットワーキングを設定します。 

a 下矢印キーを使用して [Manual] を選択し、Return キーを押します。 
b Tab キーまたは下矢印キーを使用して [Addresses] の横にある <Add...> オプションを選択し、Return 

キーを押します。 
c [Addresses] フィールドに仮想マシンの IPv4 アドレスを入力し、Return キーを押します。 
d [Gateway] および [DNS servers] フィールドに対して、前の 2 つの手順を繰り返します。 

9 Tab キーまたは下矢印キーを使用して [Edit Connection] 画面の下部で <OK> オプションを選択し、

Return キーを押します。 

10 使用可能な接続画面で、Tab キーを使用して <Quit> オプションを選択し、Return キーを押します。 
11 オペレーティング システムをリブートします。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Reboot System] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

接続のアクティブ化 
 

[Activate a connection] サブメニューには、ネットワーク接続をアクティブ化および非アクティブ化するためのオ

プションがあります。 
 

（注） docker0 接続は非アクティブ化しないでください。 
 

 

選択すると、[Activate a connection] サブメニューに使用可能な接続が表示されます。接続名の冒頭のアスタリ

スク文字（*）は、接続がアクティブであることを示します。 
 

図 43：例：使用可能な接続 
 

 
 

矢印キーを使用して接続を選択し、Tab キーを使用してリストの右側のオプションの間を移動します。Return 
キーを使用してオプションを選択します。 
 

（注） 接続をアクティブ化または非アクティブ化した後は、必ず再起動してください。 
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システム ホスト名の設定 
コントロール センター ホストのデフォルトのホスト名は ucspm です。ホスト名を変更するには、次の手順を実

行します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

 

 
3 [NetworkManager TUI] メニューを選択します。 

a [Appliance Administration] メニューで [Configure Network and DNS] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

 

 
4 ホスト名の入力フィールドを表示します。 

a [NetworkManager TUI] メニューで、下矢印キーを使用して [Set system hostname] を選択します。 

b Tab キーを押して [OK] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

5 [Hostname] フィールドに、新しいホスト名を入力します。 

ホスト名または完全修飾ドメイン名を入力できます。 
6 Tab キーを 2 度押して [OK] ボタンを選択し、Enter キーを押します。 
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7 確認ダイアログで、Return キーを押します。 
8 オペレーティング システムをリブートします。 

a [Appliance Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Reboot System] オプションを選択します。 
b Tab キーを押して [Run] ボタンを選択します。 
c Enter キーを押します。 

IPv6 ネットワーク CIDR の設定 
 

 

Cisco UCS Performance Manager 仮想アプライアンスに含まれる Docker のバージョンは、起動時に、使用する 
IPv6 ネットワークのアドレス プレフィックスを知っている必要があります。IPv6 を使用するデバイスのモニタリン

グを有効にするには、コントロール センターのマスター ホストおよびすべてのエージェント ホストでこの手順を

実行します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

 

 
3 [Appliance Administration] メニューで [Configure IPv6 Network CIDR] オプションを選択します。 

 

 
4 [IPv6 CIDR] 画面で、[CIDR] フィールドに IPv6 ネットワークのアドレス プレフィックスを入力します。 
5 Tab キーを使用して [OK] ボタンを選択し、Return キーを押します。 

Docker デーモンが再起動し、戻る前に [Appliance Administration] が少しの間非表示になります。これは正

常です。 

ルート パスワードの変更 
 

 

このオプションでは、passwd コマンドを呼び出して、root ユーザ アカウントのパスワードを変更します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 
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3 [Appliance Administration] メニューで [Change Root Password] オプションを選択します。 

[Appliance Administration] メニューが非表示になり、新しいパスワードを入力するよう求められます。 
 

 
 

 
 

4 （注） パスワードは 8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字という文字クラスのうち 3 つから少

なくとも 1 文字ずつを含める必要があります。 
 

 

新しいパスワードを入力し、Return キーを押します。 
5 パスワードを再入力し、Return キーを押します。 

[Appliance Administration] メニューが再び表示されます。 

ccuser パスワードの変更 
 

 

このオプションでは、passwd コマンドを呼び出して、ccuser ユーザ アカウントのパスワードを変更します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

 

 
3 [Appliance Administration] メニューで [Change Root Password] オプションを選択します。 

[Appliance Administration] メニューが非表示になり、新しいパスワードを入力するよう求められます。 
 

Changing password for user 
root.New password: 
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4 （注） パスワードは 8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字という文字クラスのうち 3 つから少

なくとも 1 文字ずつを含める必要があります。 
 

 

新しいパスワードを入力し、Return キーを押します。 
5 パスワードを再入力し、Return キーを押します。 

[Appliance Administration] メニューが再び表示されます。 

ルート シェル 
 

 

このオプションでは、コマンドライン セッションを root ユーザとして開始します。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

 

 
3 下矢印キーを使用して [Root Shell] を選択し、Return キーを押します。 

メニューが、次の例のようなコマンド プロンプトに置き換えられます。 
 

 
[Appliance Administration] メニューに戻るには、exit コマンドを入力します。 

SSL 設定の変更 
 

 

この手順を実行するには、コントロール センターのマスター ホストにインストールする SSL 証明書およびキー 
ファイルの内容を表示できる必要があり、またルート証明書ファイル（rootCA.pem）のコピーが必要です。さ

らに、内容をコピー アンド ペーストできるように、ハイパーバイザ コンソールではなく SSH 経由でマスター ホス

トにログインすることが推奨されます。 

このオプションにより、SSL 証明書とキー ファイルに新しい内容を追加できます。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

[root@ucspm ~]# 

New password: 
Changing password for user ccuser. 
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3 下矢印キーを使用して [Change SSL settings] を選択し、Return キーを押します。 

 

 
4 コントロール センターのマスターホストに SSL 証明書とキー ファイルの内容を追加する準備が整ったら、

Return キーを押します。 
 

 
5 Return キーを押します。 

[Appliance Administration] メニューが nano テキスト エディタに置き換えられます。 
6 SSL キー ファイルの内容を入力し、ファイルを保存してエディタを終了します。 

a Ctrl+O を押します。 

b Ctrl+X を押します。 
c y キーを押して、Return キーを押します。 

 

 
7 Return キーを押します。 

[Appliance Administration] メニューが nano テキスト エディタに置き換えられます。 

8 SSL 証明書ファイルの内容を入力し、ファイルを保存してエディタを終了します。 
a Ctrl+O を押します。 

b Ctrl+X を押します。 
c y キーを押して、Return キーを押します。 

 

 
9 コントロール センターのデーモン（serviced）をただちに、または後で再起動します。 

serviced を再起動すると、Cisco UCS Performance Manager サービスが少しの間停止します。 
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■ serviced をただちに再起動するには、Return キーを押します。 
■ serviced を後で再起動するには、Tab キーを押して [No] を選択し、Return キーを押します。 

10 ルート証明書をブラウザ クライアントにインストールします。 

ルート証明書をブラウザ クライアントにインストールする手順は、ブラウザおよびクライアント オペレーティン

グ システムによって異なります。詳細については、ブラウザのマニュアルまたはこのような記事を参照してく

ださい。 

システムのリブート 
 

 

このオプションでは、コントロール センターのホストをリブートします。 
 

1 ハイパーバイザのコンソール インターフェイスまたは PuTTY などのリモート シェル ユーティリティを介して、

コントロール センター ホストにアクセスします。 
2 root ユーザとしてログインします。 

 

 
3 下矢印キーを使用して [Reboot System] を選択し、Return キーを押します。 
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ネットワーキングとセキュリティ  
この付録では、Cisco UCS Performance Manager アプライアンスのネットワーキングおよびセキュリティの重要な

側面について説明します。このアプライアンスでは、CentOS 7.1 オペレーティング システムが使用されます。 

ネットワーキング要件 
 

 

起動時に、Docker は docker0 仮想インターフェイスを作成し、インターフェイスに割り当てる未使用の IP ア
ドレスとサブネット（通常は 172.17.42.1/16）を選択します。仮想インターフェイスが仮想イーサネット ブリッジとし

て使用され、パケットが添付されている実および仮想インターフェイス間で自動的に転送されます。ホストおよ

びそのすべてのコンテナは、この仮想ブリッジを介して相互に通信します。 
 

Docker は直接接続されたルートしか確認できないため、仮想ブリッジに選択したサブネットが環境に適切でな

いことがあります。仮想ブリッジのサブネットをカスタマイズするには、Docker の記事、『advanced network 
configuration』を参照してください。 

 
FirewallD ユーティリティには Docker、ひいてはコントロール センターおよび Cisco UCS Performance Manager と
競合する可能性のあるルールが含まれます。次の相互作用は競合を表しています。 

■ firewalld デーモンが、起動または再起動時に iptables から DOCKER チェーンを削除する。 
■ systemd で、firewalld が Docker の前に起動する。ただし、Docker の実行中に firewalld を起動

または再起動する場合は、Docker を再起動する必要があります。 
 

デフォルトでは、firewalld は無効になっています。有効にする場合は、Docker と競合していないことを確

認してください。 
 

firewall ユーティリティを使用していない場合、ファイアウォール設定が依然として Docker 仮想ブリッジ経由の

通信を阻止していることがあります。これは、iptables INPUT ルールによりほとんどのトラフィックが制限さ

れる場合に発生します。ブリッジが正しく機能するように、ブリッジ サブネット上のトラフィックを許可する 
INPUT ルールを iptables 構成に追加します。たとえば docker0 に 172.17.42.1/16 が割り当てられている

場合、次の通常のコマンドによって、ブリッジが機能することを確認します。 
 

 
 

（注） 前述のコマンドは単なる例です。iptables 構成を変更する前に、ネットワーキング担当者に相談し

てください。 
 

 

iptables -A INPUT -d 172.17.0.0/16 -j ACCEPT 

D 
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追加の要件 
 

コントロール センターでは、仮想 IP アドレスに 16 ビットのプライベート IPv4 ネットワークが必要です。デフォ

ルトのネットワークは 10.3/16 です。デフォルトのネットワークがすでに環境で使用されている場合、インストー

ル中に任意の有効な IPv4 16 ビット アドレス空間を選択できます。 
 

コントロール センターのこのリリースでは、分散ファイル システムの実装に、ネットワーク ファイル システム

（NFS）に依拠しています。このため、コントロール センターのクラスタ内のホストは汎用 NFS サーバが実行さ

れていない可能性があり、すべてのホストで NFS が必要です。 
 

コントロール センターのリソース プール内のすべてのホストは、 

■ 他のすべてのリソース プール ホストのホスト名を IPv4 アドレスに解決でき（たとえば、ホストのパブリック IP 
アドレスが 192.0.2.1 の場合、hostname -i コマンドは 192.0.2.1 を返す必要があります）、 

■ ping Hostname が呼び出されたときに、127.x.x.x 以外の IPv4 アドレスで応答し、 
■ hostid コマンドから一意の結果を返す必要があります 

セキュリティの考慮事項 
 

 

Cisco UCS Performance Manager アプライアンスでは、firewalld サービスが無効になっています。必要に

応じてこれを有効にして、未使用のポートを閉じることができます。 
 

コントロール センターには、管理するサービス間で UDP および TCP トラフィックを集約する仮想マルチプレク

サ（mux）が含まれます。集約はサービスに対して不透明であり、mux トラフィックはリモート ホスト上のコンテナ

間を移動する際に暗号化されます。（同じホスト上のコンテナ間のトラフィックは暗号化されません。）mux と分
散ファイル システムによって、コントロール センターではサービスを任意のプール ホストに迅速に導入できま

す。さらに、mux により、コントロール センターのホストで必要なオープン ポートの数が予測可能なセットに削

減されます。 
 

次の図は、コントロール センターで操作に必要なポートを示しています。4979 を除くすべてのポートが設定可

能です。すべてのトラフィックは TCP です。 
 

（注） コントロール センターでは、アクションの同期においてシステム クロックに、そして間接的に NTP に
依拠して、複数のホスト間でクロックを同期します。ntpd のデフォルト設定では、マスターおよびリソース プー

ル ホストのファイアウォールは、ポート 123 で着信 UDP 接続をサポートする必要があります。 
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図 44：コントロール センターのホストのポート要件 
 

 
 

その他の考慮事項 

■ コントロール センターのブラウザ インターフェイスにアクセスするには、コントロール センターのマスター ホ
スト上のログイン アカウントが必要です。（プラグイン可能な認証モジュール（PAM）がサポートされます。）

ユーザはデフォルトで wheel グループのメンバーである必要があります。デフォルト グループは 
SERVICED_ADMIN_GROUP 変数を設定することで変更でき、交代したグループにスーパーユーザ権限

は不要です。 
■ serviced 起動スクリプトは、ファイルのハードおよびソフト オープンの上限を 1048576 に設定しますが、

/etc/sysconfig/limits.conf ファイルは変更しません。 
■ コントロール センターでは、強制モードでの Security Enhanced Linux をサポートしないため、Cisco UCS 

Performance Manager アプライアンスでは無効になっています。 
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考慮事項の調整  
この付録では、単一ホスト導入とマルチホスト導入の両方について、Cisco UCS Performance Manager の主要

なサービスのサービス定義を調整する方法を説明します。システムの調整の詳細については、シスコ担当者

にお問い合わせください。 

単一ホスト導入の調整オプション 
 

 

単一ホスト導入では、すべての Cisco UCS Performance Manager サービスが同一ホスト上で実行されます。この

ため、Cisco UCS Performance Manager サービス定義の RAMCommit パラメータ値の調整は、マルチホスト導

入ほど重要ではありません。しかし、次のリストに 500 UCS サーバをサポートするために変更するサービスと、

その新しい値の両方を示します。 

■ RegionServer、4GB 
■ mariadb イベント、2GB 
■ memcached、2GB 
■ CentralQuery、2GB 
■ Zope、2GB 
■ zenhub、4GB 
■ zenmodeler、2GB 
■ zenucsevents、2GB 
■ zenvsphere、4GB 

 
さらに、次の調整が推奨されます。 

■ 大規模 UCS サーバの場合、zenucsevents.conf で configsipsize を 25 から 5 以下に引き下げ

ます（zenucsevents サービス）。 
■ 大規模な vCenter（10,000 台の VM）の場合、zenvsphere.conf で configsipsize を 25 から 1 に引き下

げます（zenvsphere サービス）。 

マルチホスト導入の調整オプション 
 

 

マルチホスト導入の場合は、次のリストのサービスについて、Cisco UCS Performance Manager サービス定義の 
RAMCommit パラメータの値を調整します。リストに、変更するサービスとその新しい値の両方を示します。 

■ RegionServer、8GB 
■ reader、4GB 
■ mariadb モデル、4GB 

E 
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■ mariadb イベント、4GB 
■ memcached、4GB 
■ Zope、4GB 
■ zenucsevents、3GB 
■ zenvsphere、6GB 
■ zenpython、3GB 
■ zenmodeler、3GB 
■ zenhub、15GB 
■ CentralQuery、4GB 
■ MetricConsumer、2GB 

 
さらに、6 人のワーカーと 3 人の無効化ワーカーを使用するように zenhub サービスを調整します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID：2050.15.338 
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