
ドメインと組織

この章は、次の内容で構成されています。

• ドメイングループ, 1 ページ

• ドメイングループ資格ポリシー, 3 ページ

• 組織, 4 ページ

• インベントリ, 5 ページ

ドメイングループ
Cisco UCS Centralは、複数の Cisco UCSドメインを管理するための Cisco UCSドメイングループ
の階層を作成します。 Cisco UCS Centralには、次のドメイングループのカテゴリがあります。

•ドメイングループ：複数の Cisco UCSドメインを含むグループ。管理を容易にするため、1
つのドメインの下に同様の Cisco UCSドメインをグループ化できます。

•グループ化されていないドメイン：新しい Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録さ
れると、グループ化されていないドメインに追加されます。グループ化されていないドメイ

ンを任意のドメイングループに割り当てることができます。

ドメイングループポリシーが作成されており、登録された新しいCisco UCSドメインがそのポリ
シーで定義された資格条件を満たしている場合は、そのドメインがポリシーで指定されたドメイ

ングループに自動的に配置されます。それ以外の場合は、グループ化されていないドメインカ

テゴリに配置されます。このグループ化されていないドメインを、任意のドメイングループに割

り当てることができます。

各CiscoUCSドメインは、1つのドメイングループにのみ割り当てることができます。CiscoUCS
ドメインのメンバーシップは、任意の時点で割り当てまたは再割り当てすることができます。

CiscoUCSドメインをドメイングループに割り当てると、CiscoUCSドメインは、ドメイングルー
プに対して指定されたすべての管理ポリシーを継承します。

CiscoUCSドメインをドメイングループに追加する前に、CiscoUCSドメイン内でポリシー解決制
御をローカルに変更してください。これにより、そのCisco UCSドメインに固有のサービスプロ
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ファイルおよびメンテナンスポリシーが誤って上書きされるのを防止します。 Cisco UCSドメイ
ンの自動検出をイネーブルにしている場合でも、ローカルポリシー解決をイネーブルにすると、

ポリシーが誤って上書きされることから Cisco UCSドメインを保護します。

重要 •すべてのMシリーズモジュラサーバドメイン用の別のドメイングループを作成する必
要があります。また、モジュラサーバドメイングループが階層型ではないことを確認

してください。

• CiscoUCSCentralで、Mシリーズモジュラドメイン用の別のインフラストラクチャファー
ムウェアポリシーを作成する必要があります。インフラストラクチャファームウェア

ポリシーはモジュラサーバごとに一意である必要があります。これにより、他のドメイ

ングループとのファームウェアポリシー解決が防止されます。

ドメイングループの作成または編集

ステップ 1 タスクバーで、「Create Domain Group」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[Create Domain Group]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Basic]で、[Domain Group Location]をクリックして、ドメイングループを作成する場所を選択します。

ステップ 3 [Name]とオプションの [Description]を入力します。
大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4 [Qualification]で、Cisco UCS Managerドメインを識別するために使用する [Qualification Policies]を選択し
ます。

資格ポリシーを満たすすべてのドメインが自動的にドメイングループに追加されます。

ステップ 5 [Domains]で、ドメイングループに追加する Cisco UCS Managerドメインを選択します。
Mシリーズモジュラサーバのドメインは、UCSClassic（Bシリーズ）ドメインまたはUCSMiniドメイン
を含むドメイングループに追加しないでください。

ステップ 6 [Create]をクリックします。

ドメイングループへのドメインの追加

ステップ 1 [Domain Group]アイコンをクリックして、Cisco UCS Managerドメインを追加するドメイングループを選
択します。

ステップ 2 [Edit]アイコンをクリックします。
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選択したドメインの [Edit]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 必要に応じて説明と資格ポリシーを更新します。

ステップ 4 [Domains]をクリックして、ドメイングループに追加する Cisco UCS Managerドメインを選択します。
Mシリーズモジュラサーバのドメインは、UCSClassic（Bシリーズ）ドメインまたはUCSMini
ドメインを含むドメイングループに追加しないでください。

（注）

ステップ 5 [Save]をクリックします。

ドメイングループ SNMP の管理

ステップ 1 タスクバーで、「Manage Domain Group SNMP」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[Manage Domain Group SNMP]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Basic]で、[Enabled]をクリックしてから、[Community/User Name]を入力します。
Cisco UCSには、トラップを SNMPホストに送信するときの SNMP v1または v2cコミュニティ名または
SNMP v3ユーザ名が付属しています。これは [SNMP Traps]に設定されたコミュニティまたはユーザ名と
同じにする必要があります。

ステップ 3 オプションの [System Contact]と [System Location]を入力します。

ステップ 4 [SNMP Traps]で、[Add]をクリックして、次の手順を実行します。
a) [Basic]セクションと同じ [Community/User Name]を入力します。
b) [Port]を入力して、SNMPの [Version]、[Type]、および [V3 Privilege]の値を選択します。

ステップ 5 [SNMP Users]で、[Add]をクリックして、次の手順を実行します。
a) [SNMP User Name]を入力します。
b) [Authentication Type]を選択し、[AES-128 Encryption]を有効にするかどうかを選択します。
c) パスワードとプライバシーパスワードの値を入力して、確認します。

ステップ 6 [Save]をクリックします。

ドメイングループ資格ポリシー
ドメイングループポリシーを使用すれば、新しいCiscoUCSドメインを自動的にドメイングルー
プに配置することができます。管理要件に応じて、さまざまな Cisco UCSドメインの所有者、サ
イト、および IPアドレスに基づいて資格条件を作成できます。新しいCisco UCSドメインが登録
されると、Cisco UCS Centralが、ドメイングループ資格ポリシーで事前に定義された資格条件に
基づいてドメインを分析し、そのドメインを管理用の特定のドメインに配置します。
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ドメイングループ資格ポリシーの作成または編集

ステップ 1 タスクバーで、「Create Domain Group Qualification Policy」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[Create Domain Group Qualification Policy]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Basic]で、[Organization]をクリックして、ドメイングループ資格ポリシーを作成する場所を選択します。

ステップ 3 [Name]とオプションの [Description]を入力します。
ポリシー名は大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4 [Owner]で、所有者名と正規表現を入力します。

ステップ 5 [Site]で、サイト名と正規表現を入力します。

ステップ 6 [IP Address]で、IPアドレスの範囲を追加します。

ステップ 7 [Create]をクリックします。

組織

マニュアルの構成

[Organization]ページを使用すれば、登録された Cisco UCSドメイン内に存在する組織で作成され
た論理エンティティを表示できます。

次のアイコンのいずれかをクリックすると、特定のページが表示されます。

• [Service Profiles]：組織内のすべてのサービスプロファイルが表示されます。

• [Service Profile Templates]：組織内のすべてのサービスプロファイルテンプレートが表示さ
れます。

• [Pools]：組織内のすべてのプールが表示されます。

• [Policies]：組織内のすべてのポリシーが表示されます。

組織の説明の更新

組織を作成したら、その説明を更新できます。

ステップ 1 [Organization]ページで、[Edit]アイコンをクリックします。
これにより、[Edit Organization]ダイアログボックスが開きます。
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ステップ 2 組織の [Description]を入力します。

ステップ 3 [Save]をクリックします。

インベントリ

ドメインテーブルビュー

[Domains Table View]ページには、Cisco UCS Centralに登録されたドメインに関する次の情報が表
示されます。

ステータス設定ハードウェアドメイン

この列には、登録され

たドメインに関する次

のステータスが表示さ

れます。

•全体のステータス

•最低障害レベル

•試用期限切れまた
はステータス

この列には、登録され

たドメインに関する次

の設定が表示されま

す。

•プラットフォーム
ファミリ

•ファームウェアの
バージョン

•ファームウェアの
ステータス

この列には、登録され

たドメインに関する次

のハードウェア情報が

表示されます。

•ファブリックイ
ンターコネクト

モデル番号とクラ

スタ状態（HAま
たはスタンドアロ

ン）

•シャーシと FEX
の数

•ブレードサーバ
とラックサーバ

の数

•ストレージに使用
可能なブレード

サーバの数

• Cisco UCS Mシ
リーズモジュラ

サーバ用のカート

リッジの数

この列には、登録され

たドメインに関する次

の情報が表示されま

す。

•関連するドメイン
名とサイト

•ドメイングルー
プの場所

•管理 IPアドレス

•所有者
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ドメイングループの詳細

[Domain Group]ページで、ドメイングループに関連付けられたエンティティに関する情報を表示
できます。これには以下が含まれます。

•ドメイン

•ファブリックインターコネクト

•シャーシ

•サーバ

• FEX

• vLAN

• vSAN

[Settings]アイコンをクリックすると、次のタスクを実行できます。

•システムプロファイルまたはシステムポリシーの作成。

•ユーザ、認証、SNMP、および Call Homeの設定の管理。

•ドメイングループの編集と、ユーザ作成ドメイングループの削除。

ドメイングループルートは削除できません。（注）

Cisco UCS ドメインメインビュー
[CiscoUCSDomain]ページには、選択したCiscoUCSドメインに関する次の情報が表示されます。

• [Basic]：選択された Cisco UCSドメインの全体的ステータス、ファームウェア、使用可能な
リソース、障害サマリー、および管理詳細に関する情報が表示されます。

また、UCSCentralサブスクリプションを保留または承認したり、ドメインのメンバーシップ
を再評価したりできます。

• [FI]：1つのドメインに関連付けられたファブリックインターコネクト（FI）の数、FIの全
体的ステータス、ハードウェア詳細、およびファームウェア詳細が表示されます。

FI内のコンポーネントのステータスに関する詳細を表示するには、リストで FIをクリック
します。

• [Chassis]：1つのドメインに関連付けられたシャーシの数、シャーシの全体的ステータス、
ハードウェア詳細、および設定詳細が表示されます。シャーシ内のコンポーネントのステー

タスの詳細については、リストでシャーシをクリックします。
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• [FEX]：1つのドメインに関連付けられた FEXの数、FEXの全体的ステータス、ハードウェ
ア詳細、および設定詳細が表示されます。FEX内のコンポーネントのステータスの詳細につ
いては、リストで FEXをクリックします。

• [Servers]：1つのドメイン内のサーバの台数と使用可能なサーバの台数が表示されます。サー
バの全体的ステータス、ハードウェア詳細、および設定詳細については、[Go toServersTable]
をクリックします。

[Cisco UCS Domain]ページでは、次の操作を実行できます。

•選択した Cisco UCSドメインの Cisco UCS Manager GUIを起動する。

•ドメインの全体的ステータスがOKの場合にUCSCentralサブスクリプションを保留にする。

•ドメインの全体的ステータスが保留中の場合に UCS Centralサブスクリプションをアクティ
ブにする。

•メンバーシップを再評価する。

ファブリックインターコネクト

[Fabric Interconnect]（FI）ページには、登録された Cisco UCSドメインに関連付けられた FIに関
する次の情報が表示されます。

ステータスFWハードウェアファブリックインター

コネクト

この列には、ファブ

リックインターコネク

トに関する次のステー

タスが表示されます。

•全体のステータス

•最低障害レベル

この列には、ファブ

リックインターコネク

トに関する次のファー

ムウェア詳細が表示さ

れます。

•ファームウェアの
バージョン

•ファームウェアの
ステータス

この列には、ファブ

リックインターコネク

トに関する次のハード

ウェア情報が表示され

ます。

• FIのモデル番号と
タイプ

•シリアル番号

•固定モジュール
ポートと拡張モ

ジュールポート

の数

•イーサネット
チャネルポート

とファブリック

チャネルポート

の数

この列には、ファブ

リックインターコネク

トに関する次の情報が

表示されます。

•関連するドメイン
名と FI ID

•ドメイングルー
プの場所

•ドメインの IPア
ドレス
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ファブリックインターコネクトメインビュー

[Fabric Interconnect Main View]ページには、登録された Cisco UCSドメイン内の選択したファブ
リックインターコネクト（FI）とそのコンポーネントに関する次の情報が表示されます。

• [Basic]：ドメイン内の FIの概要、ハードウェア詳細、ファームウェアバージョン、使用中
および使用可能なポート（イーサネットまたは FC）の数、管理 IP、および障害サマリーの
詳細が表示されます。

• [FixedMod.]：FIに設置された固定モジュールの全体的ステータス、ファームウェア、ハード
ウェア、プロパティ、および障害サマリーの詳細が表示されます。

• [Exp. Mod.]：FIに設置された拡張モジュールの全体的ステータス、ファームウェア、ハード
ウェア、プロパティ、および障害サマリーの詳細が表示されます。

• [Fans]：ファンの全体的ステータスとハードウェア詳細が表示されます。

• [PSUs]：PSUの全体的ステータス、障害サマリー、およびハードウェア詳細が表示されます。

[Toggle Locator LED]を選択することによって、シャーシのロケータ LEDを点灯または消灯させ
ることができます。

サーバテーブルビュー

[Servers]ページには、登録されたUCSドメインに関連付けられたサーバに関する次のような情報
が表示されます。

ステータス設定ハードウェアサーバ

この列には、サーバに

関する次のステータス

が表示されます。

•全体のステータス

•最低障害レベル

•電源ステータス

•使用停止サーバ。

使用停止サーバは

再稼動できます。

この列には、サーバに

関する次の設定が表示

されます。

•サービスプロ
ファイル名

•サービスプロ
ファイル組織の場

所

•ファームウェアの
バージョン

•ファームウェアの
ステータス

この列には、サーバに

関する次のハードウェ

ア情報が表示されま

す。

•ブレードサーバ
モデル

• CPUのコア数とマ
ザーボード上の

RAMの合計

•シリアル番号

• CPUの数と速度

この列には、サーバに

関する次の情報が表示

されます。

•関連ドメイン名、
シャーシ ID、お
よびスロット ID

•ドメイングルー
プの場所

•管理 IPアドレス
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サーバ詳細ページ

サーバ詳細ページを使用すれば、Cisco UCSドメイン内のすべてのサーバを管理および監視でき
ます。

サーバタイプによって、オプションが異なります。（注）

選択したサーバとそのコンポーネントに関する次の情報を表示できます。

• [Basic]：選択したサーバの関連サービスプロファイル、障害の概要、ハードウェアの詳細、
およびファームウェアの詳細が表示されます。

• [Motherboard]：マザーボードの全体的ステータスとハードウェアの詳細が表示されます。

• [CPUs]：サーバ内のすべてのCPUのリストが表示されます。プロセッサをクリックすると、
そのプロセッサの全体的ステータス、ハードウェアの詳細、およびその他の詳細が表示され

ます。

• [Memory]：選択したサーバで使用可能なメモリのリストが表示されます。 メモリをクリッ
クすると、現在の全体的ステータスとその他の詳細が表示されます。

• [Adaptors]：選択したサーバ内のアダプタの詳細が表示されます。 アダプタをクリックする
と、全体的ステータス、電源ステータス、およびその他の製品詳細が表示されます。

• [Storage]：選択したサーバ内のストレージのリストが表示されます。ディスクをクリックす
ると、現在の全体的ステータス、ハードウェアの詳細、およびコントローラの詳細が表示さ

れます。

また、次のサーバ関連タスクを実行することもできます。

• Cisco UCS Managerまたは KVMコンソールの起動

•サーバのリセット、回復、再認識、または使用停止

•ロケータ LEDの切り替え

シャーシ

[Chassis]ページには、登録された Cisco UCSドメインに関連付けられたシャーシに関する次の情
報が表示されます。
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ステータス設定ハードウェアシャーシ

この列には、シャーシ

に関する次のステータ

スが表示されます。

•全体のステータス

•最低障害レベル

•電源ステータス

•温度ステータス

•解放されたシャー
シ。

有効なシャーシ

IDを指定するこ
とによって、

シャーシを再稼動

できます。

この列には、シャーシ

に関する次の設定が表

示されます。

•設定ステータス

•設定エラーカウ
ント

この列には、シャーシ

に関する次のハード

ウェア情報が表示され

ます。

•シャーシのモデル
番号

•シャーシのシリア
ル番号

•ブレードまたはモ
ジュラサーバの

数

•カートリッジの数

この列には、シャーシ

に関する次の情報が表

示されます。

•関連するドメイン
名とシャーシ ID

•ドメイングルー
プの場所

•ファブリック側

シャーシメインビュー

[Chassis Main View]ページでは、Cisco UCS Central GUIを通して Cisco UCSドメイン内のすべての
シャーシを管理および監視できます。

登録された Cisco UCSドメイン内で選択したシャーシとそのコンポーネントに関する次の情報を
確認できます。

• [Basic]：選択したシャーシ内のすべてのコンポーネントの全体的ステータスと概要、障害サ
マリー、設定エラー、およびハードウェア詳細が表示されます。

• [IOMLeft]：左 IOMモジュールの全体的ステータス、ハードウェア詳細、および障害サマリー
が表示されます。

• [IOM Right]：右 IOMモジュールの全体的ステータス、ハードウェア詳細、および障害サマ
リーが表示されます。

• [Servers]：このシャーシに関連付けられたサーバの全体的ステータス、ハードウェア詳細、
およびファームウェア詳細が表示されます。 サーバを選択すると、そのページから UCSド
メイン内のサーバのサーバ詳細ビューページにリダイレクトされます。

• [Fans]：シャーシ内のファンのリストが表示されます。 ファンをクリックすると、そのモ
ジュールに関する情報、全体的ステータス、およびハードウェア詳細が表示されます。

• [PSUs]：シャーシ内のすべての PSUのリストが表示されます。 PSUをクリックすると、そ
の障害サマリーに関する情報、全体的ステータス、およびその他のプロパティ詳細が表示さ

れます。

   Cisco UCS Central Software HTML5 GUI ユーザマニュアルリリース 1.3
10

ドメインと組織

ドメインテーブルビュー



[Chassis Main View]ページで、次の手順を実行できます。

•シャーシの確認と解放。

•シャーシのロケータ LEDの点灯または消灯。

•選択したドメインの Cisco UCS Manager GUIの起動。

Cisco UCS Mシリーズモジュラサーバでは、シャーシに関連付けられたカートリッジ、スト
レージ、および LUNに関する情報を表示することもできます。

（注）

FEX
[FEX]ページには、登録された Cisco UCSドメインに関連付けられた FEXに関する次の情報が表
示されます。

ステータス設定ハードウェアFEX

この列には、FEXに関
する次のステータスが

表示されます。

•全体のステータス

•最低障害レベル

•電源ステータス

•温度ステータス

•解放されたFEX。

有効な FEX IDを
指定することに

よって、FEXを再
稼動できます。

この列には、FEXに関
する次の設定が表示さ

れます。

•設定ステータス

•設定エラーカウ
ント

この列には、FEXに関
する次のハードウェア

情報が表示されます。

•モデル番号

•シリアル番号

•使用可能なポート
数

この列には、FEXに関
する次の情報が表示さ

れます。

•関連するドメイン
名と FEX ID

•ドメイングルー
プの場所

•ファブリック側

FEX メインビュー

Cisco UCS Centralを使用すれば、Cisco UCS Central GUIおよび CLIの両方から登録された UCSド
メイン内の FEXを管理することができます。

登録された Cisco UCSドメイン内の FEXとそのコンポーネントに関する次の情報を確認できま
す。

• [Basic]：UCSドメイン内のFEXの障害サマリー、全体的ステータス、およびハードウェア詳
細が表示されます。
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• [IOM]：IOMの障害サマリー、全体的ステータス、およびプロパティが表示されます。

• [Servers]：FEXに接続されたラックサーバの数が表示されます。サーバをクリックすると、
そのサーバの全体的ステータス、ファームウェア詳細、およびハードウェア詳細に関する情

報が表示されます。

• [Fans]：FEX内のファンのリストが表示されます。ファンをクリックすると、モジュール番
号、全体的ステータス、およびハードウェア詳細に関する情報が表示されます。

• [PSUs]：FEX内のすべての PSUのリストが表示されます。 PSUをクリックすると、障害サ
マリー、ステータス、プロパティ、および電源装置のステータスに関する詳細が表示されま

す。

[FEX Main View]ページで、次のタスクを実行できます。

• FEXの認識、解放、および再稼働。

• FEX用のロケータ LEDの点灯または消灯。
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