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インベントリ管理
Cisco UCS Central は、すべての登録済み Cisco UCS ドメインからインベントリ詳細を収集します。
ドメイン管理パネルから、登録Cisco UCS ドメインのコンポーネントを表示およびモニタできま
す。
Cisco UCS ドメインが正常に登録されると、Cisco UCS Central は次の詳細の収集を開始します。
• 物理インベントリ
• サービス プロファイルとサービス プロファイル テンプレート
• 障害情報
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物理インベントリ

デフォルトのデータ収集間隔は 10 分です。 要件に基づいて、間隔をカスタマイズできます。 Cisco
UCS ドメインと Cisco UCS Central 間の接続に失敗した場合、切断された Cisco UCS ドメインが再
度検出されるたびに、Cisco UCS Central は、現在のデータの収集を開始し、ドメイン管理パネル
に表示します。
[Domain Management] パネルの [General] タブには、登録済み Cisco UCS ドメインのリストが表示
されます。タブをクリックすると、各コンポーネントの詳細を表示できます。また、このパネル
からサーバの個別の Cisco UCS Manager または KVM コンソールも起動できます。

物理インベントリ
Cisco UCS ドメインのコンポーネントの物理インベントリ詳細は、ドメイン下に編成されていま
す。 いずれのドメイン グループにも属していない Cisco UCS ドメインは、グループ化されていな
いドメイン下に配置されます。 ドメイン管理パネルに、詳細な装置のステータスおよびコンポー
ネントの次の物理的な詳細を表示できます。
• ファブリック インターコネクト：スイッチ カード モジュール
• サーバ：ブレード/ラック マウント サーバ
• シャーシ：IO モジュール
• ファブリック エクステンダ

サービス プロファイルとテンプレート
[Servers] タブから、登録済み Cisco UCS ドメインで使用可能なサービス プロファイルとサービス
プロファイル テンプレートの完全なリストを表示できます。 [Service Profile] パネルには、サービ
ス プロファイルの集約されたリストが表示されます。 同じ名前のサービス プロファイルは、割
り当てられている組織下でグループ化されます。サービスプロファイル名の横のインスタンス数
は、特定のサービス プロファイルが Cisco UCS ドメインで使用される回数を示します。
[Service Profile Template] パネルから、使用可能なサービス プロファイル テンプレート、組織、お
よび各サービス プロファイル テンプレートが Cisco UCS ドメインで使用される回数を表示できま
す。

グローバル論理リソースの概要
Cisco UCS Central Web UI では、[Global Service Profile] セクションでグローバル サービス プロファ
イルが作成されます。このプロファイルがサーバまたはサーバ プールに関連付けられると、Cisco
UCS ドメインに展開され、Cisco UCS Central に戻されます。 論理リソース/インベントリの一部と
して、これらのグローバル サービス プロファイルはローカル サービス プロファイル セクション
の下のインスタンスとして報告されます。 [Servers] タブで、登録済み Cisco UCS ドメインで使用
可能なローカル サービス プロファイルとローカル サービス プロファイル テンプレートの完全な
リストを確認できます。 ローカル サービス パネルには、ローカル サービス プロファイルの集約
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リストが表示されます。 同じ名前のローカル サービス プロファイルは、割り当てられている組
織下でグループ化されます。 ローカル サービス プロファイル名の横のインスタンス数は、Cisco
UCS Central に登録されているすべての Cisco UCS ドメインでこの名前を持つサービス プロファイ
ルの数を示します。
[Local Service Profile Template] パネルで、利用可能なローカル サービス プロファイル テンプレー
ト、組織、およびすべての登録済み Cisco UCS ドメインでこの名前を持つサービス プロファイル
が使用された回数を確認できます。

インベントリ データ収集スケジュールの設定
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Domain Management] をクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブで、[Summary] > [Polling Interval] を選択し、ドロップダウン オプ
ションをクリックします。
オプションから間隔を選択します。

ステップ 4

[Save] をクリックします。

インベントリ詳細の表示
[UCS Domains] ペインには、すべての登録済み Cisco UCS ドメインの完全なリストが表示されま
す。

ヒント

個々のドメインの詳細を表示するには、[UCS Name] カラムで、Cisco UCS ドメインの名前を
クリックして選択し、[Properties] をクリックします。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[UCS Domains] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインに、すべての登録済み Cisco UCS ドメインの詳細が表示されます。
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サーバのインベントリ詳細の表示
はじめる前に
• Cisco UCS ドメインを Cisco UCS Central に登録する必要があります。
• インベントリ ステータスが OK とマークされている必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[UCS Domains] > [Domain Groups] > [Domain Group root] > [UCS Domain] >
[Chassis] > [Chassis number] > [Server] を展開します。
ラック サーバのインベントリ詳細を表示する場合は、[UCS Domains] > [Domain Groups] > [Domain
Group root] > [UCS Domain] > [Rack-Mounts] > [Server] を展開します。

ステップ 3

インベントリ詳細を表示するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [Inventory] タブををクリックします。

ステップ 5

インベントリ詳細を表示するコンポーネントを選択します。

個々の Cisco UCS ドメインの詳細の表示
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[UCS Domains] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[UCS Domains] タブをクリックします。

ステップ 4

[UCS Name] カラムの下の Cisco UCS ドメイン名のリストから、詳細を表示するドメインを選択し
ます。
Cisco UCS ドメインを選択すると、[Filter] の横のメニュー バーに 2 つのメニュー項目が表示され
ます。

ステップ 5

メニュー バーで、[Properties] をクリックします。
[Properties] ダイアログボックスには、選択した Cisco UCS ドメインに関する詳細情報が表示され
ます。
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サービス プロファイルの表示
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Service Profiles] をクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインにサービス プロファイルが表示されます。
a) （任意）[Instances] カラムの数値をクリックし、このサービス プロファイルが登録済み Cisco
UCS ドメインで使用される回数を表示します。

サービス プロファイルの詳細の表示
また、インスタンスカラムの数値をクリックして、サービスプロファイルの詳細を表示すること
もできます。 この手順では、ナビゲーション ペインで各サービス プロファイルの詳細情報にア
クセスする方法について説明します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Servers] > [Service Profile] > [Root] を展開し、サービス プロファイル名を
クリックします。

ステップ 3

[Work] ペインに、選択されたサービス プロファイルの詳細が表示されます。

サービス プロファイル テンプレートの表示
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Service Profile Templates] をクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインに、選択されたサービス プロファイル テンプレートの詳細が表示されます。
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ローカル サービス プロファイルの表示
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Local Service Profiles] > [Root] > [Local Service Profile_Name] を展開します。

ステップ 3

情報を表示するローカル サービス プロファイルの [Instance] をクリックします。

ステップ 4

同様に、その他のリストされているローカル サービス プロファイルのプロパティを表示するに
は、表示するローカル サービス プロファイルを展開し、[Instance] をクリックします。

サブ組織の下の組織の作成
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Servers] をクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで [Server] > [Local Service Profiles] > [Root] を展開します。

ステップ 3

[Sub-Organization] タブをクリックします。 [Work] ペインで [Create Organization] タブをクリック
します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Sub-OrganizationCreate] > [Create Organization] をクリックします。

ステップ 5

[Create Organization] ダイアログボックスで、必須フィールドに入力します。

ステップ 6

[Ok] をクリックします。
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