
物理インフラストラクチャの管理

この章は、次の内容で構成されています。

• 物理インフラストラクチャの管理について, 1 ページ

• 接続のテスト, 8 ページ

• デバイス検出の有効化, 10 ページ

物理インフラストラクチャの管理について
Cisco UCS Directorでは、物理および仮想の両方のインフラストラクチャを管理できます。Cisco
UCS Directorでは、新しく作成された物理アカウントのすべてのコンポーネントを検出します。
通常、検出プロセスには約 5分かかります。ポッドを追加することも、デフォルトのポッドを使
用することも可能です。物理アカウントは、デフォルトのポッドにも、追加したポッドにも関連

付けることができます。

物理と仮想、どちらのタイプのインフラストラクチャを先に追加しても構いません。 Cisco
UCS Directorの物理アカウントには、仮想（クラウド）アカウントとの依存関係はありませ
ん。

（注）
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サイトの追加

手順

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

ステップ 2 [サイト管理]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [サイトの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

サイトの記述名。[サイト名]フィールド

サイトの説明（ロケーション、重要度など）。[説明]フィールド（オプション）

該当するサイトの担当者の名前。[連絡先名]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

Pod の追加

手順

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

ステップ 2 [POD]タブをクリックします。

ステップ 3 [追加]をクリックします。

ステップ 4 [PODの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

Podの記述名です。[名前]フィールド

Podを追加するサイトを選択します。環境にサイトがない場
合は、このステップを省略できます。

[サイト]ドロップダウンリスト
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説明名前

追加する Podのタイプを選択します。次のサポートされた
タイプのいずれかを指定できます。

• [FlexPod]

• [汎用]

• [ExpressPodミディアム]

• [VSPEX]

• [ExpressPodスモール]

• [Vblock]

一般タイプ以外のPodを選択した場合は、そのPodタイプに
対応するライセンスが必要になります。また、一般タイプ以

外の Podには、特定の物理コンポーネントおよび仮想コン
ポーネントのみが対応しています。一般 Podには、特定の
Podライセンスは不要です。一般Podには任意のタイプの物
理コンポーネントまたは仮想コンポーネントを追加できま

す。Podライセンスについての詳細は、『CiscoUCSDirector
Install and Upgrade Guides』を参照してください。

[タイプ]ドロップダウンリスト

（オプション）Podの説明です。[説明]フィールド

Podの物理ロケーションです。たとえば、このフィールドに
はPodの市区町村、またはその他の内部的な識別子を入力し
ます。

[住所]フィールド

統合チェックビューにPodを表示しない場合は、このチェッ
クボックスをオンにしてPodを非表示にします。Podからア
カウントの追加または削除は引き続き実行できます。

たとえば、物理要素または仮想要素が何も存在しないPodを
統合ビューで非表示にするには、このチェックボックスを使

用できます。

[PODを非表示]チェックボックス

ステップ 5 [追加]をクリックします。

次の作業

Podにアカウントを 1つ以上追加します。
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物理アカウントの追加

手順

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

ステップ 2 [物理アカウント]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [アカウントの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

該当する物理アカウントが属するポッドを選択

します。

[ポッド]ドロップダウンリスト

カテゴリタイプ（[コンピューティング]または
[ストレージ]）を選択します。 [ストレージ]を
選択した場合、ステップ 5に進みます。

[カテゴリ]ドロップダウンリスト

該当する物理アカウントのアカウントタイプを

次の中から選択します。

• UCSM

• HP ILO

•シスコのラックサーバ（CIMC）

• IPMI

[アカウントタイプ]ドロップダウンリスト

該当するアカウントに使用する認証タイプを次

の中から選択します。

• [ローカル認証]：ローカル認証ユーザアカ
ウントは、ファブリックインターコネク

トを通して直接認証され、管理者権限また

は AAA権限のあるすべてのユーザにより
有効化または無効化が可能です。

[リモート認証]：リモート認証ユーザアカウン
トは、LDAP、RADIUS、またはTACACS+を通
して認証されるユーザアカウントです。

[認証タイプ]ドロップダウンリスト
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説明名前

次のいずれかのオプションを選択して、該当す

るアカウントでのサーバの管理方法を選択しま

す。

•すべてのサーバを管理

•選択されたサーバのみ管理

[サーバ管理]ドロップダウンリスト

追加する物理アカウントに割り当てる一意の名

前。

[アカウント名]フィールド

サーバの IPアドレス。[サーバアドレス]フィールド

該当するアカウントにアクセスするためのユー

ザ名。

[ユーザ ID]フィールド

ユーザ名に対応するパスワード。[パスワード]フィールド

アカウントに使用する転送タイプを選択しま

す。

転送タイプは次のいずれかになります。

• http

• https

[転送タイプ]ドロップダウンリスト

サーバポート番号。[ポート]フィールド

アカウントの説明。[説明]フィールド

アカウントの連絡先電子メールアドレス。[連絡先の電子メール]フィールド（オプショ
ン）

ロケーション。[ロケーション]フィールド（オプション）

サービスプロバイダーの名前（存在する場

合）。

[サービスプロバイダー]フィールド（オプショ
ン）

ステップ 5 該当するアカウントが [ストレージ]の場合、適切なアカウントタイプ（[NetAppONTAP]、[NetApp
OnCommand]、[EMC VNX]、[EMC VMAX Solutions Enabler]、または [WHIPTAIL]）を選択しま
す。

ステップ 6 [追加]をクリックします。
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マルチドメインマネージャアカウントの追加

はじめる前に

このタスクを実行するには、アプライアンスにログインする必要があります。

手順

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

ステップ 2 [マルチドメインマネージャ]タブを選択します。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [アカウントの追加]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

該当するマルチドメインマネージャアカウン

トが属するアカウント名を選択します。

[アカウント名]フィールド

（オプション）アカウントの説明。[説明]フィールド

該当するマルチドメインマネージャアカウン

トのアカウントタイプを次の中から選択しま

す。

• [PNSC]：Cisco Prime Network Services
Controllerアカウント。

• [UCS Central]：Cisco UCS Centralアカウン
ト。

[アカウントタイプ]ドロップダウンリスト

マルチドメインマネージャアカウントを管理

するサーバの IPアドレスを入力します。
[サーバアドレス]フィールド

追加する物理アカウントに割り当てる一意の名

前。

[アカウント名]フィールド

サーバの IPアドレス。[サーバアドレス]フィールド

該当するアカウントにアクセスするためのユー

ザ名。

[ユーザ ID]フィールド

ユーザ名に対応するパスワード。[パスワード]フィールド
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説明名前

アカウントに使用する転送タイプを選択しま

す。次のいずれかになります。

• http

• https

[転送タイプ]ドロップダウンリスト

サーバポート番号。デフォルトのポートは443
です。

[ポート]フィールド

（オプション）アカウントの連絡先電子メール

アドレス。

[連絡先の電子メール]フィールド

（オプション）ロケーション。[ロケーション]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

ネットワーク機器の追加

はじめる前に

このタスクを実行するには、アプライアンスにログインする必要があります。

手順

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

ステップ 2 [管理するネットワーク機器]タブを選択します。

ステップ 3 [ネットワーク機器の追加]をクリックします。

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

説明名前

ネットワーク要素が属するポッドを選択しま

す。

[ポッド]ドロップダウンリスト

該当するネットワーク要素のデバイスカテゴリ

を選択します。

[デバイスカテゴリ]ドロップダウンリスト

該当するデバイスの IPアドレス。[デバイスIP]フィールド
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説明名前

使用するプロトコルを選択します。次のいずれ

かになります。

• telnet

• ssh

[プロトコル]ドロップダウンリスト

使用するポート。[ポート]フィールド

ログイン名。[ログイン]フィールド

ログイン名に対応するパスワード。[パスワード]フィールド

該当するネットワーク要素のイネーブルパス

ワード。

[イネーブルパスワード]フィールド

ステップ 5 [送信]をクリックします。

DHCP ロギングの有効化

はじめる前に

このタスクを実行するには、アプライアンスにログインする必要があります。

手順

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

ステップ 2 [ネットワークサービスエージェント]タブを選択します。

ステップ 3 [組み込みネットワークサービス]をクリックします。

ステップ 4 [組み込みネットワークサービス]ダイアログボックスで、[DHCPロギングを有効にする]チェック
ボックスをオンにします。

接続のテスト
管理するネットワーク機器および物理アカウントの接続をテストできます。
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管理するネットワーク機器の接続のテスト

手順

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

ステップ 2 [管理するネットワーク機器]タブを選択します。

ステップ 3 接続をテストするポッドを選択します。

ステップ 4 [テスト接続]をクリックします。

物理アカウントへの接続のテスト

Podへのアカウントの追加後は、いつでも接続をテストできます。

手順

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

ステップ 2 テストするアカウントのタイプに対応するタブをクリックします。

たとえば、[物理アカウント]タブまたは [マルチドメインマネージャ]タブをクリックします。

ステップ 3 テーブルで、接続をテストするアカウントの行をクリックします。

ステップ 4 [テスト接続]をクリックします。

ステップ 5 接続テストが完了したら、[閉じる]をクリックします。

次の作業

接続に失敗する場合は、ユーザ名やパスワードなど、アカウントの設定を確認してください。こ

れらが正しい場合は、ネットワーク接続の問題がないかどうかを確認します。
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デバイス検出の有効化

手順

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

ステップ 2 デバイス検出を確認するアカウントをクリックします。

ステップ 3 [検出されたデバイス]タブを選択します。

ステップ 4 [設定の検出]アイコンをクリックします。最初の [設定の検出]ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 5 検出を有効にするには、[検出を有効にする]チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [設定の検出]ダイアログボックスで、IPアドレス範囲フィールドに入力し、次のフィールドのデ
フォルト値が環境に適切かどうかを確認します。

説明名前

このアカウントのデバイス検出を有効にするた

めに、チェックボックスはデフォルトでオンに

なっています。

[検出を有効にする]チェックボックス

デバイス検出の IPアドレス範囲。IP範囲

TCPタイムアウト（ミリ秒単位）（デフォルト
値は 2000ミリ秒）。

TCPタイムアウト(ミリ秒単位)

SNMPタイムアウト（ミリ秒単位）（デフォル
ト値は 1500ミリ秒）。

SNMPタイムアウト(ミリ秒単位)

SNMPコミュニティストリング（デフォルトは
public）。

SNMPコミュニティストリング

ステップ 7 [送信]をクリックします。
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