グローバル サービス プロファイルの設定
この章は、次の項で構成されています。
• グローバル サービス プロファイル, 1 ページ
• グローバル サービス プロファイル テンプレート, 1 ページ
• グローバル サービス プロファイルの作成, 2 ページ
• グローバル サービス プロファイル テンプレートの作成, 4 ページ

グローバル サービス プロファイル
グローバルサービスプロファイルは、データセンターに展開された論理設定を集中管理します。
この集中化により、登録済みCisco UCS ドメインのすべてのサービス プロファイルを 1 つの中心
の場所である Cisco UCS Central から保守できます。グローバル サービス プロファイルを使用する
と、同じ Cisco UCS Central に登録されているすべてのCisco UCS ドメインで次の操作を実行でき
ます。
• いずれかのCisco UCS ドメインからサービス プロファイルの計算要素を選択する。
• ドメイン間でサービス プロファイルを移行する。
• いずれかのCisco UCS ドメインで使用可能なグローバル サーバ プールからサーバを選択す
る。
• ID プールやポリシーなどのグローバル リソースを関連付ける。
実装に関するガイドラインなど、グローバル サービス プロファイルの詳細については、Cisco UCS
Central の構成ガイドを参照してください。

グローバル サービス プロファイル テンプレート
グローバル サービス プロファイル テンプレートでは、同じ基本パラメータ（vNIC や vHBA の個
数など）と、同じプールから取得された ID 情報を使ってすばやく複数のサービス プロファイル
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を作成できます。Cisco UCS Central のサービス プロファイル テンプレートは、Cisco UCS Manager
のサービス プロファイル テンプレートに似ています。

グローバル サービス プロファイルの作成
はじめる前に
最低でも、サービス プロファイルに必要な次のプールとポリシーが Cisco UCS Central アカウント
に存在している必要があります。
• UUID プール
• ストレージ ポリシー
• PXE ネットワーク ポリシー
• ブレード ブート ポリシー

（注）

Cisco UCS Director では、ホスト ファームウェア パッケージを作成できません。サービス プロ
ファイルにこのポリシーを取り入れたい場合は、Cisco UCS Central アカウントからインポート
します。
グローバルサービスプロファイルに追加するその他のポリシーは、オプションとなります。ただ
し、[サービス プロファイルの追加（Add Service Profile）] ダイアログボックスを確認することを
お勧めします。開始する前に、グローバルサービスプロファイルに含めたいポリシーがすべて作
成されているかどうかを確認してください。

ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで [マルチ ドメイン マネージャ（Multi-Domain Managers）] を展開します。

ステップ 3

左側のペインで [UCS セントラル アカウント（UCS Central Accounts）] を展開し、Cisco UCS Central アカ
ウントをクリックします。

ステップ 4

[グローバル サービス プロファイル（Global Service Profiles）] タブをクリックします。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

[サービス プロファイルの追加（Add Service Profile）] ダイアログボックスに、サービス プロファイルの
名前と説明を入力します。

ステップ 7

次のドロップダウン リストから、このサービス プロファイルに含めるプールとポリシーを選択します。
• 組織（Organization）：必須項目です。グローバル サービス プロファイルが属する組織を選択しま
す。
（注）

組織をドロップダウンリストに追加するには、[+] ボタンを使用しま
す。
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• UUID の割り当て（UUID Assignment）：必須項目です。このポリシーを選択すると、サーバの UUID
を指定できます。
• [ストレージポリシー（Storage Policy）]：必須項目です。 このポリシーを選択すると、サーバの SAN
接続を指定できます。
• PXE ネットワークポリシー（PXE Network Policy）：必須項目です。このポリシーを選択すると、サー
バを LAN に接続できます。
• PXE ブートポリシー（PXE Boot Policy）：任意項目です。このポリシーを選択すると、サーバで PXE
ブートを実行できます。このポリシーのセカンダリ ブートは、ローカル ディスクまたは SAN ブート
にする必要があります。このポリシーを選択しない場合は、ブート順序の決定時にブレードのブート
ポリシーが使用されます。
• ブレードのブート ポリシー（Blade Boot Policy）：必須項目です。このポリシーを選択すると、サー
バのブートを決定できます。
• [BIOSポリシー（BIOS Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サーバの BIOS のデ
フォルト設定を変更できます。
• [IPMI アクセス プロファイル（IPMI Access Profile）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、
IPMI 経由でサーバにアクセスできます。
• [SOL 設定プロファイル（SOL Configuration Profile）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、
Serial over LAN 経由でサーバにアクセスできます。
• [しきい値ポリシー（Threshold Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サーバのしき
い値を指定できます。
• [スクラビング ポリシー（Scrub Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、検出時や関連
付け解除時のサーバのローカル データや BIOS 設定に対する動作を指定できます。
• [ホスト ファームウェア ポリシー（Host Firmware Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択する
と、ホスト ファームウェア パッケージを使用して、サーバ ファームウェアをアップグレードできま
す。
• [メンテナンス ポリシー（Maintenance Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、この
サービス プロファイルにサーバのリブートが必要な変更が加えられた際の動作を指定できます。
• [電源制御ポリシー（Power Control Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サービス
プロファイルをブレード サーバと関連付けて、サーバの初期電源割り当てを指定できます。
ステップ 8

[サーバの電源状態（Server Power State）] ドロップダウンリスト：必須項目です。次のいずれかを選択し
て、このサービス プロファイルを関連付けたサーバに適用される電源消費状態を設定します。
• [ダウン（Down）]：プロファイルがサーバに関連付けられる前はサーバの電源を切断しておく場合
• [アップ（Up）]：プロファイルがサーバに関連付けられる前にサーバの電源を投入しておく場合

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。
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グローバル サービス プロファイル テンプレートの作成
はじめる前に
最低でも、サービス プロファイル テンプレートに必要な次のプールとポリシーが Cisco UCS Central
アカウントに存在している必要があります。
• UUID プール
• ストレージ ポリシー
• ネットワーク ポリシー
• ブート ポリシー

（注）

Cisco UCS Director には、ホスト ファームウェア パッケージを作成できません。サービス プロ
ファイル テンプレートにこのポリシーを取り入れたい場合は、Cisco UCS Central アカウントか
らインポートします。
サービスプロファイルテンプレートに含めるその他のポリシーは、オプションとなります。ただ
し、[サービスプロファイルテンプレートの作成（Create Service Profile Template）] ダイアログボッ
クスを確認することをお勧めします。開始する前に、テンプレートに含めたいポリシーがすべて
作成されているかどうかを確認してください。

ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで [マルチ ドメイン マネージャ（Multi-Domain Managers）] を展開します。

ステップ 3

左側のペインで [UCS セントラル アカウント（UCS Central Accounts）] を展開し、Cisco UCS Central アカ
ウントをクリックします。

ステップ 4

[グローバルサービスプロファイルのテンプレート（Global Service Profile Templates）] タブをクリックしま
す。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

[サービスプロファイルテンプレートの作成（Create Service Profile Template）] ダイアログボックスに、サー
ビス プロファイル テンプレートの名前と説明を入力します。

ステップ 7

[組織（Organization）] ドロップダウンリストから、グローバル サービス プロファイル テンプレートが属
する組織を選択します。

ステップ 8

[テンプレートタイプ（TemplateType）] ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。
• [初期テンプレート（Initial Template）]：テンプレートが変更されても、このテンプレートから作成さ
れたサービス プロファイルはアップデートされません。
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• [テンプレートの更新（Updating Template）]：テンプレートが変更されると、このテンプレートから
作成されたサービス プロファイルがアップデートされます。
ステップ 9

次のドロップダウン リストから、このサービス プロファイルに含めるプールとポリシーを選択します。
• [UUIDの割り当て（UUID Assignment）]：必須項目です。 このポリシーを選択すると、サーバの UUID
を指定できます。
• [ストレージポリシー（Storage Policy）]：必須項目です。 このポリシーを選択すると、サーバの SAN
接続を指定できます。
• [PXEネットワークポリシー（PXE Network Policy）]：任意項目です。 このポリシーを選択すると、
サーバを LAN に接続できます。
• [PXEブートポリシー（PXE Boot Policy）]：任意項目です。 このポリシーを選択すると、サーバで
PXE ブートを実行できます。このポリシーのセカンダリ ブートは、ローカル ディスクまたは SAN
ブートにする必要があります。このポリシーを選択しない場合は、ブート順序の決定時にブレードの
ブート ポリシーが使用されます。
• [ブレードのブートポリシー（Blade Boot Policy）]：任意項目です。 このポリシーを選択すると、サー
バのブート順序を決定できます。
• [BIOSポリシー（BIOS Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サーバの BIOS のデ
フォルト設定を変更できます。
• [IPMI アクセス プロファイル（IPMI Access Profile）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、
IPMI 経由でサーバにアクセスできます。
• [SOL 設定プロファイル（SOL Configuration Profile）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、
Serial over LAN 経由でサーバにアクセスできます。
• [管理IPアドレスポリシー（Management IP Address Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択す
ると、サーバの管理 IP アドレスを指定できます。
• [しきい値ポリシー（Threshold Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サーバのしき
い値を指定できます。
• [スクラビング ポリシー（Scrub Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、検出時や関連
付け解除時のサーバのローカル データや BIOS 設定に対する動作を指定できます。
• [ホスト ファームウェア ポリシー（Host Firmware Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択する
と、ホスト ファームウェア パッケージを使用して、サーバ ファームウェアをアップグレードできま
す。
• [メンテナンス ポリシー（Maintenance Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、この
サービス プロファイルにサーバのリブートが必要な変更が加えられた際の動作を指定できます。
• [電源制御ポリシー（Power Control Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サービス
プロファイルをブレード サーバと関連付けて、サーバの初期電源割り当てを指定できます。
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ステップ 10 [サーバ電力消費状態（Server Power State）] ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択して、この
サービス プロファイルに関連付けられた場合にサーバに適用する電源の状態を設定します。
• [ダウン（Down）]：プロファイルがサーバに関連付けられる前はサーバの電源を切断しておく場合
• [アップ（Up）]：プロファイルがサーバに関連付けられる前にサーバの電源を投入しておく場合
ステップ 11 [送信（Submit）] をクリックします。
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