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はじめに
この前書きは、次の項で構成されています。

• 「対象読者」（P.v）
• 「マニュアルの構成」（P.v）
• 「表記法」（P.vi）
• 「関連資料」（P.vii）
• 「マニュアルに関するフィードバック」（P.vii）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.viii）

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象にして
います。

• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

マニュアルの構成
この文書は、次の項で構成されています。
章

タイトル

説明

1

概要

製品の概要について説明し、システム要件を示し
ます。

2

Integration Pack のインストール

Integration Pack をインストール、登録、導入、

3

Integration Pack の設定

PSModule パスを設定する方法とアクティビティ

アンインストールする方法について説明します。
のプロパティを設定する方法について説明しま
す。

4

Cisco UCS アクティビティ

Cisco UCS Integration Pack のアクティビティに
ついて説明します。
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表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

太字

コマンド、キーワード、およびユーザが入力するテキストは太字で記載されま
す。

イタリック体

文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザが値を指定する引数
は、イタリック体で示しています。

[ ]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x|y|z}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x|y|z]

いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で
区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用
符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

courier フォント

システムが表示する端末セッションおよび情報は、courier フォントで示して
います。

< >

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。

[ ]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示してい
ます。

! 、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメント
行であることを示します。

（注） 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

ヒント

注意

ワンポイント アドバイス

警告

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポイ
ントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。

「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約できます。

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業
を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各警告の最
後にあるステートメント番号を使用して、デバイスに付属する翻訳された安全上の警告にある該当翻
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訳ステートメントを特定します。
これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

この記号を使用したステートメントは、追加情報を提供するもので、規制およびお客様の要件
に適合するために提供されます。

関連資料
Cisco UCS マニュアルのロード マップ
B シリーズのすべてのマニュアルの一覧については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc から入手できます。
他の Cisco UCS マニュアルのリソース
すべての B および C シリーズのマニュアルを含む ISO ファイルは、次の URL で入手可能です。
http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&amp;flowid=25821。このページ
で、[Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。

ISO ファイルは、ドキュメントのメジャー リリースの後に更新されます。
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。

Cisco UCS Integration Pack for Microsoft System Center 2012 and 2012 SP1 Orchestrator
ユーザ ガイド リリース 1.0 のリソース
『Cisco UCS Integration Pack for Microsoft System Center 2012 and 2012 SP1 Orchestrator ユーザ ガイ
ド リリース 1.0』に関する詳細情報は、次の URL で入手可能です。
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11724/tsd_products_support_series_home.html
全般的な Cisco UCS のリソース
Cisco UCS に関する情報は次の URL で入手可能です。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10265/index.html

Microsoft System Centre 2012 Orchestrator のリソース
Microsoft System Centre 2012 Orchestrator の詳細は、次の URL の Microsoft TechNet サイトで入手可
能です。http://technet.microsoft.com

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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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、『What's
New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー ア
プリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。
RSS フィードは無料のサービスです。

Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0
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1

概要
この章は、次の項で構成されています。

• 「Cisco UCS Integration Pack for Microsoft System Center 2012 and 2012 SP1 Orchestrator」
（P.1-1）
• 「システム要件」（P.1-1）

Cisco UCS Integration Pack for Microsoft System
Center 2012 and 2012 SP1 Orchestrator
Cisco UCS Integration Pack は、Cisco UCS Manager のタスクを自動化できる Microsoft System Center
2012 および 2012 SP1 Orchestrator（SCO）向けのアドオンです。Cisco UCS Integration Pack を使用
して、Microsoft System Center 2012 Operations Manager などの他の Microsoft System Center 製品と
連携したり情報を転送するワークフローを作成することができます。

システム要件
（注）

リリース 1.0 の要件に関する最新情報については、Cisco UCS Integration Pack リリース 1.0 のリリー
ス ノートを参照してください。

（注）

Microsoft System Center Orchestator のインストールおよびアップグレード情報は、Microsoft 社の
Web サイトで参照できます。
Cisco UCS Integration Pack をインストールする前に、システムが最小要件を満たしているか、または
それ以上であることを確認します。

ソフトウェア要件
• Cisco UCS PowerTool のリリース 1.0 以降
• Microsoft System Center 2012 または 2012 SP1 - Orchestrator
• Windows PowerShell 2.0 以降
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Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0

1-2

OL-29521-01-J

C H A P T E R

2

Integration Pack のインストール
この章は、次の項で構成されています。

• 「Integration Pack のインストールの概要」（P.2-1）
• 「Integration Pack の登録」（P.2-2）
• 「Integration Pack の導入」（P.2-3）
• 「Integration Pack のアンインストール」（P.2-5）
• 「Integration Pack の登録解除」（P.2-6）

（注）

Microsoft System Centre 2012 Orchestrator のインストール情報については、Microsoft TechNet の
Web サイトを参照してください。

Integration Pack のインストールの概要
Integration Pack のインストールおよび実行は、次のタスクから構成されます。
ステップ 1

Microsoft SCO 2012 Runbook Designer の実行中のインスタンスを閉じます。

ステップ 2

Cisco_UCS_OIP_1.0.zip ファイルをダウンロードして、unzip します。圧縮された .zip ファイルには、
Integration Pack .oip のインストール ファイルが含まれています。.zip ファイルは、Cisco.com のソフ
トウェア ダウンロード サイトからダウンロードできます。

ステップ 3

Orchestrator Management Server で、Integration Pack を登録します。Integration Pack の登録を参照し
てください。

ステップ 4

登録された Integration Pack を、Runbook Server と Runbook Designer に導入します。Integration Pack
の導入を参照してください。
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Integration Pack の登録

Integration Pack の登録
ステップ 1

System Center 2012 Orchestrator Deployment Manager を起動します。

ステップ 2

左側のペインで [Integration Packs] を右クリックして、[Register IP with the Orchestrator Management
Server] を選択します。

ステップ 3

[Integration Pack Registration Wizard] ウィンドウで、[Next] をクリックします。

ステップ 4

[Integration Pack or Hotfix Selection] ウィンドウで、[Add] をクリックします。

ステップ 5

[Open] ウィンドウで、ダウンロード済みの Cisco_UCS_OIP_1.0.oip ファイル検索して選択し、
[Open] をクリックします。

Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0
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Integration Pack の導入

ステップ 6

ステップ 7

[Integration Pack or Hotfix Selection] ウィンドウで、[Next] をクリックします。

[Completing Integration Pack Registration Wizard] で、[Finish] をクリックして、Integration Pack の登
録を完了します。

ステップ 8

[End User License Agreement] ウィンドウで、ライセンス契約書を読み、[Accept] をクリックします。
これで、Integration Pack の登録は完了です。

Integration Pack の導入
ステップ 1

System Center 2012 Orchestrator Deployment Manager を起動します。

ステップ 2

左側のペインで [Integration Packs] を右クリックし、[Deploy IP to Runbook Server or Runbook
Designer] を選択します。

Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0
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Integration Pack の導入

ステップ 3

[Integration Pack Deployment Wizard] ウィンドウで、[Next] をクリックします。

ステップ 4

[Integration Pack or Hotfix Deployment] ウィンドウで、[Cisco UCS Integration Pack] を選択し、
[Next] をクリックします。

ステップ 5

[Computer Selection] ウィンドウの [Computer] フィールドで、Integration Pack を導入したいコン
ピュータを選択して、[Add] をクリックし、続いて [Next] をクリックします。
Integration Pack を導入する場合、複数のコンピュータを指定できます。
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Integration Pack のアンインストール

ステップ 6

[Installation Options] ウィンドウのデフォルトでは、[Stop all running Runbooks before installing the
Integration Packs or Hotfixes] が選択されています。[Next] をクリックします。

ステップ 7

[Completing Integration Pack Deployment Wizard] で、[Finish] をクリックしてプロセスを完了します。

Integration Pack のアンインストール
完全に Integration Pack を削除するためには、まず Integration Pack をアンインストールし、次に
Integration Pack を登録解除します。
ステップ 1

左側のナビゲーション ペインで、[Runbook Servers] を展開し、Integration Pack が導入されている
サーバを選択します。Integration Pack が作業ペインに表示されます。

ステップ 2

[Cisco UCS Integration Pack] を右クリックし、右クリック メニューから [Uninstall Integration Pack or
Hotfix...] を選択します。

Cisco UCS Integration Pack のアンインストール後、Integration Pack を登録解除して、Integration
Pack をサーバから削除してください。
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Integration Pack の登録解除

Integration Pack の登録解除
ステップ 1

左側のナビゲーション ペインで、[Integration Packs] を展開します。Integration Pack が作業ペインに
表示されます。

ステップ 2

[Cisco UCS Integration Pack] を右クリックし、[Unregister Integration Pack or Hotfix from the
Orchestrator Management Server] を選択します。
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Integration Pack の設定
この章は、次の項で構成されています。

• 「PSModule パスの設定」（P.3-1）
• 「アクティビティ プロパティの設定」（P.3-3）

PSModule パスの設定
Microsoft System Centre 2012 Orchestrator と Cisco UCS PowerTool モジュール間のリンクを確立する
ために PSModule パスを設定できます。
ステップ 1

SCO 2012 Runbook Designer を起動します。

ステップ 2

[Options] > [Cisco UCS] を選択します。

ステップ 3

[Prerequisite Configuration] ウィンドウで、[Add] をクリックしてください。

ステップ 4

[Add Configuration] ウィンドウで、[Name] フィールドを使用して設定の名前を入力してください。省
略記号 […] ボタンをクリックして、設定タイプを指定します。

Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0
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PSModule パスの設定

ステップ 5

[Item Selection] ウィンドウで、[PSModulePath] を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 6

[Edit Configuration] ウィンドウの [Properties] フィールドで、Cisco UCS PowerTool モジュールのパス
を指定して [OK] をクリックします。
たとえば、C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco UCS
PowerTool\Modules\CiscoUcsPS\CiscoUcsPS.psd1 などのパスを入力できます。
デフォルトのインストール場所を使用するには、[PSModulePath Properties] フィールドを空白のまま
にします。

ステップ 7

[Prerequisite Configuration] ウィンドウで、[Finish] をクリックします。
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Integration Pack の設定
アクティビティ プロパティの設定

アクティビティ プロパティの設定
各 Cisco UCS アクティビティには、一連の必須またはオプションの設定プロパティがあります。プロ
パティはアクティビティの動作を定義します。たとえばプロパティには、他のアクティビティとの接続
方法やアクティビティのアクション実行方法などがあります。
ステップ 1

[Runbook Designer] ウィンドウで、アクティビティをダブルクリックします。

ステップ 2

[Backup-UCS Properties] ウィンドウで、省略記号 […] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Item Selection] ウィンドウで、設定を選択し、[OK] をクリックします。
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ステップ 4

[Properties] タブで [Input] フィールドを右クリックし、[Subscribe] > [Published Data] を選択します。

ステップ 5

[Published Data] ウィンドウの [Activity] ドロップダウン メニューから、出力データを登録したいアク
ティビティを選択し、[OK] をクリックします。
たとえば、[UcsScriptOutput] を選択します。
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ステップ 6

[Backup-UCS Properties] ウィンドウで、他のプロパティを指定します。

ステップ 7

[Optional Properties] をクリックして、使用したいすべてのオプション プロパティを含めます。

ステップ 8

[Add/Remove Property] ウィンドウで、次の操作を行います。
a. [Available] カラムで、追加したいプロパティを選択します。
b. [>>] ボタンをクリックして、選択したプロパティを [Selected] カラムに移動します。
c. [OK] をクリックします。

ステップ 9

[Finish] をクリックして、アクティビティの設定を完了します。
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Cisco UCS アクティビティ
この章で説明する Cisco UCS Integration Pack のアクティビティは、[Runbook Designer] の [Activity]
ペインにあります。

（注）

角カッコ（[]）内のパラメータはすべて、オプション パラメータです。
この章は、次の項で構成されています。

• 「Connect-Ucs」（P.4-2）
• 「Disconnect-Ucs」（P.4-2）
• 「Get-UcsManagedObject」（P.4-3）
• 「Set-UcsManagedObject」（P.4-5）
• 「Add-UcsManagedObject」（P.4-6）
• 「Remove-UcsManagedObject」（P.4-8）
• 「Run-PowerTool」（P.4-9）
• 「Copy-UcsServiceProfile」（P.4-10）
• 「Add-UcsServiceProfileFromTemplate」（P.4-11）
• 「Get-UcsTechSupport」（P.4-13）
• 「Backup-Ucs」（P.4-14）
• 「Import-UcsBackup」（P.4-16）
• 「Get-UcsChild 」（P.4-16）
• 「Confirm-UcsFault」（P.4-17）

Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0
OL-29521-01-J

4-1

第4章

Cisco UCS アクティビティ

Connect-Ucs

Connect-Ucs
定義

このアクティビティは、Cisco UCS ドメインとの新しい接続を確立します。1 つ以上の Cisco UCS ド
メインでアクションを実行する場合は、ランブックにこのアクティビティが必要です。

パラメータ セット

HostName <String>, Username <String>, Password <String>, [NoSsl <Boolean>], [Port <UInt16>]

パラメータ

表 4-1 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-1

フィールド

Hostname

Connect-Ucs のパラメータ定義

説明

サンプル値および備考

Cisco UCS Manager のホスト名 /IP アド

ucs-manager-01

レス

209.165.201.3

Username

Cisco UCS Manager の有効なログイン
ID

admin

Password

このユーザ名のパスワード

passw0rd

NoSsl

非セキュア（HTTP）接続で Cisco UCS デフォルト値：False
Manager に接続する場合に使用します。 許容値を表示するには、省略記号
（…）ボタンを押します。

Port

公開されるデータ

Cisco UCS Manager に接続するための

[445] : HTTPS 接続用

ポート番号

[88] : HTTP 接続用

<UcsHandle>
正常終了後、このアクティビティは UcsHandle オブジェクトを公開し、他のアクティビティが
UcsScriptOutput を通じて使用できるようにします。エラーが発生した場合、エラー メッセージが
SCO のデフォルトの [Error summary] テキスト フィールドに入力されます。

Disconnect-Ucs
定義

1 つ以上の Cisco UCS ドメインからこのアクティビティが切断されます。このアクティビティは、ラ
ンブックにおいて Cisco UCS へのすべての接続（Connect-Ucs によって作成された UcsHandle 接続）
を切断します。
1 つのドメインのみから切断する場合は、Cisco UCS ドメインの名前を指定する必要があります。切断
する Cisco UCS ドメインの名前を指定しない場合、すべての UcsHandles が切断されます。
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パラメータ セット

[Ucs<String>]

パラメータ

表 4-2 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-2

公開されるデータ

Disconnect-Ucs のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

Ucs

カンマ区切りの切断する Cisco UCS ドメ ucs-manager-01
インの名前。
Cisco UCS ドメインの名前は、
この値を設定しないで空白にしておく
Connect-Ucs アクティビティの公開
と、アクティビティはランブックにおい された出力にあります。
て Connect-Ucs を使用して作成したすべ
てのハンドルを切断します。

このアクティビティは、出力を公開しません。

Get-UcsManagedObject
定義

このアクティビティは、Cisco UCS ドメインから 1 つ以上の管理対象オブジェクトを取得するために
使用されます。このアクティビティの出力は、Set-UcsManagedObject または Add-UcsManagedObject
などの他のアクティビティでの管理対象オブジェクトへの操作の実行に使用されます。このアクティビ
ティは、検索の絞り込みに使用するフィルタをサポートしています。

パラメータ セット

Input <UcsHandle>, Dn <String>, [Hierarchy <Boolean>]
Input < UcsHandle >, ClassId <String>, [Filter <String>]
Input < UcsHandle >, XmlTag <String>, [Filter <String>]
Input <ManagedObject>, ClassId <String>, [Filter <String>]
Input <ManagedObject>, XmlTag <String>, [Filter <String>]
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表 4-3 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。

パラメータ

表 4-3

フィールド

Input

Get-UcsManagedObject のパラメータ定義

説明

サンプル値および備考

管理対象オブジェクト（親）または

{UcsScriptOutput from
Connect-Ucs}

UcsHandle
出力（公開されるデータ）のタイプが
UcsHandle または管理対象オブジェクト
である前のアクティビティのあらゆる値
が使用できます。

{UcsScriptOutput from
Get-UcsManagedObject}

理対象オブジェクトを取得します。

ることもできます。これらの値に
よって、このアクティビティは登録
された構成リスト下のすべてのサー
ビス プロファイルを取得します。

たとえば、構成のリストを公開する

Get-UcsManagedObject アクティビ
ティからの登録が可能で、ClassId
UcsHandle タイプの値により、Dn、
ClassId、XmlTag パラメータに従って管 パラメータに lsServer の値を指定す
管理対象オブジェクトのタイプの値は、
親オブジェクトと見なされます。ClassId
または XmlTag パラメータに従って、登
録された親オブジェクト下の管理対象オ
ブジェクトを取得します。

Dn

管理対象オブジェクトの識別名。

org-root/org-subOrg/ls-finSrvcProf
sys/chassis-1

Hierarchy
ClassId

管理対象オブジェクト自身、およびその
子オブジェクトが含まれます。

デフォルト値：False

管理対象オブジェクトのクラス ID

lsServer

True
LsServer
ComputeBlade

Filter

検索の絞り込みに使用するフィルタ スト (type -clike *-template)
リング。
（注）

XmlTag

公開されるデータ

(name –ilike finSrvcProf)

フィルタ ストリングには、
PowerTool と互換性のある
フォーマットされたフィルタと、
PowerTool と互換性のある
フォーマットされた構文および
ワイルドカードを使用します。

管理対象オブジェクトのクラス ID（大文 lsServer
字と小文字を区別）
computeBlade

<ManagedObject> または <ManagedObject> のリスト
正常終了後、このアクティビティは管理対象オブジェクトまたは管理対象オブジェクトのリストを公開
し、UcsScriptOutput を通じて他のアクティビティで使用できるようにします。エラーが発生した場
合、エラー メッセージが SCO のデフォルトの [Error summary] テキスト フィールドに入力されます。
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Set-UcsManagedObject
定義

このアクティビティは、管理対象オブジェクトを変更および設定するために使用されます。プロパティ
マップには、管理対象オブジェクトの 1 つ以上のプロパティを変更する値を含めることができます。管
理対象オブジェクトを設定するには、これらの変更値を使用します。

パラメータ セット

Input <ManagedObject>, PropertyMap <KeyValuePair>
Input list<ManagedObject>, PropertyMap <KeyValuePair>
Input <UcsHandle>, ClassId <String>, PropertyMap <KeyValuePair>
Input <UcsHandle>, XmlTag <String>, PropertyMap <KeyValuePair>

パラメータ

表 4-4 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-4

Set-UcsManagedObject のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

Input

管理対象オブジェクトまたは UcsHandle

{UcsScriptOutput from
Connect-Ucs}

出力（公開されるデータ）のタイプが

UcsHandle または管理対象オブジェクト {UcsScriptOutput from
である前のアクティビティのあらゆる値 Get-UcsManagedObject}
が使用できます。
管理対象オブジェクトまたは構成のリス
トなどの管理対象オブジェクトのリスト
を使用する場合、プロパティ マップには
管理対象オブジェクトまたはリスト内の
すべての管理対象オブジェクトに対して
実行したい変更が含まれます。

UcsHandle タイプの入力を使用すると、
プロパティ マップは UcsHandle のキー
値（変更）が含まれます。
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表 4-4

Set-UcsManagedObject のパラメータ定義 （続き）

フィールド

説明

サンプル値および備考

PropertyMap

PropertyMap には 1 つ以上のキーと値の Dn="sys/chassis-1";Descr="modify"
ペアが含まれており、セミコロンによっ
て区切られています。たとえば、プロパ
ティ マップは以下のとおりです。

propertyName1="propertyValue1";Prope
rtyName2="propertyValue2"...
（注）

入力が UcsHandle タイプの場合、
プロパティ マップにはその
UcsHandle の DN を含める必要
があります。プロパティ名は大
文字と小文字が区別されます。
ただし、これらの名前は管理対
象オブジェクトのプロパティと
一致する必要があります。

管理対象オブジェクトのプロパティの名
前を検索するには、その管理対象オブ
ジェクトに対応する PowerTool の Get コ
マンドレットの XML スキーマまたは出
力を参照します。

ClassId

管理対象オブジェクトのクラス ID

lsServer
equipmentChassis

XmlTag

公開されるデータ

管理対象オブジェクトのクラス ID（大文 lsServer
字と小文字を区別）
orgOrg

<ManagedObject> または <ManagedObject> のリスト
正常終了後、このアクティビティは管理対象オブジェクトまたは管理対象オブジェクトのリストを公開
し、UcsScriptOutput を通じて他のアクティビティで使用できるようにします。エラーが発生した場
合、エラー メッセージが SCO のデフォルトの [Error summary] テキスト フィールドに入力されます。

Add-UcsManagedObject
定義

このアクティビティは、1 つ以上の管理対象オブジェクトを追加するために使用します。管理対象オブ
ジェクトを作成するには、classId（管理対象オブジェクトのタイプ）と管理対象オブジェクトのプロ
パティの値を設定するプロパティ マッピングが必要です。

パラメータ セット

Input <UcsHandle>, ClassId <String>, PropertyMap <KeyValuePair>, [ModifyPresent <Boolean>]
Input <UcsHandle>, XmlTag <String>, PropertyMap <KeyValuePair>, [ModifyPresent <Boolean>]
Input <ManagedObject>, ClassId <String>, PropertyMap <KeyValuePair>, [ModifyPresent <Boolean>]
Input <ManagedObject>, XmlTag <String>, PropertyMap <KeyValuePair>, [ModifyPresent <Boolean>]
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Input list<ManagedObject>, ClassId <String>, PropertyMap <KeyValuePair>, [ModifyPresent
<Boolean>]
Input list<ManagedObject>, XmlTag <String>, PropertyMap <KeyValuePair>, [ModifyPresent
<Boolean>]

パラメータ

表 4-5 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-5

Add-UcsManagedObject のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

Input

管理対象オブジェクトまたは UcsHandle

{UcsScriptOutput from
Connect-Ucs}

出力（公開されるデータ）のタイプが

UcsHandle または管理対象オブジェクト {UcsScriptOutput from
である前のアクティビティのあらゆる値 Get-UcsManagedObject}
が使用できます。

たとえば、親管理対象オブジェクト
管理対象オブジェクトまたは管理対象オ として構成のリストを使用すると、
ブジェクト（親）のリストを使用する場 その構成の登録済みリスト下にサー
合、指定の classId/XmlTag の新しい管理 ビス プロファイルを作成できます。
対象オブジェクトが、登録している管理
対象オブジェクトの下に作成されます。

UcsHandle タイプの入力を使用すると、
指定の classId/XmlTag の新しい管理対象
オブジェクトが、登録している
UcsHandle を使用して作成されます。

ClassId

管理対象オブジェクトのクラス ID

lsServer
orgOrg

PropertyMap

PropertyMap には 1 つ以上のキーと値の Dn="org-root/org-subOrg";Descr="
ペアが含まれており、セミコロンによっ modify"
て区切られています。これらのキーと値
は、作成する管理対象オブジェクトのプ
ロパティとその値を示しています。たと
えば、プロパティ マップは以下のとおり
です。
propertyName1="propertyValue1";Prope
rtyName2="propertyValue2"...
（注）

ModifyPresent

XmlTag

入力が UcsHandle タイプの場合、
プロパティ マップにはその
UcsHandle の Dn を含める必要が
あります。

管理対象オブジェクトがすでに存在し、
このパラメータが True に設定されてい
る場合は、アクティビティは既存の管理
対象オブジェクトを変更します。

True
False
デフォルト値：False

管理対象オブジェクトのクラス ID（大文 lsServer
字と小文字を区別）
orgOrg
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公開されるデータ

<ManagedObject> または <ManagedObject> のリスト
正常終了後、このアクティビティは管理対象オブジェクトまたは管理対象オブジェクトのリストを公開
し、UcsScriptOutput を通じて他のアクティビティで使用できるようにします。エラーが発生した場
合、エラー メッセージが SCO のデフォルトの [Error summary] テキスト フィールドに入力されます。

Remove-UcsManagedObject
定義

このアクティビティは、1 つ以上の管理対象オブジェクトを削除するのに使用します。削除する管理対
象オブジェクトは、管理対象オブジェクトまたはその Dn と classId で識別できます。

パラメータ セット

Input <ManagedObject>
Input list<ManagedObject>
Input <UcsHandle>, ClassId <String>, Dn <String>
Input <UcsHandle>, XmlTag <String>, Dn <String>

パラメータ

表 4-6 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-6

Remove-UcsManagedObject のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

Input

管理対象オブジェクトまたは UcsHandle

{UcsScriptOutput from
Connect-Ucs}

出力（公開されるデータ）のタイプが

UcsHandle または管理対象オブジェクト {UcsScriptOutput from
である前のアクティビティのあらゆる値 Get-UcsManagedObject}
が使用できます。
管理対象オブジェクトまたは管理対象オ
ブジェクトのリストを使用している場
合、このアクティビティは管理対象オブ
ジェクトを削除します。

たとえば、親管理対象オブジェクト
として構成のリストを使用すると、
その構成の登録済みリスト下にサー
ビス プロファイルを作成できます。

UcsHandle タイプの入力を使用する場
合、指定された Dn および classId により
どの管理対象オブジェクトを削除するか
が決まります。

ClassId

管理対象オブジェクトのクラス ID

orgOrg
fabricVlan

Dn

管理対象オブジェクトの識別名。

org-root/org-Finance
sys/chassis-3

XmlTag

管理対象オブジェクトのクラス ID（大文 orgOrg
字と小文字を区別）
fabricVlan
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公開されるデータ

<ManagedObject> または <ManagedObject> のリスト
正常終了後、このアクティビティは管理対象オブジェクトまたは管理対象オブジェクトのリストを公開
し、UcsScriptOutput を通じて他のアクティビティで使用できるようにします。エラーが発生した場
合、エラー メッセージが SCO のデフォルトの [Error summary] テキスト フィールドに入力されます。

Run-PowerTool
定義

このアクティビティは、PowerTool スクリプトを実行するために使用されます。Connect-Ucs アクティ
ビティから UcsHandle を登録可能で、PowerTool スクリプトでこのハンドルを使用できます。スクリ
プト自体の UcsHandle を接続または切断することもできます。追加操作を実行する場合、このアク
ティビティの出力を別のアクティビティに渡すことができます。

パラメータ セット

Input<object>, Script<String>

パラメータ

表 4-7 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-7

Run-PowerTool のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

Input

管理対象オブジェクトまたは UcsHandle

{UcsScriptOutput from
Connect-Ucs}

出力（公開されるデータ）のタイプが

UcsHandle または管理対象オブジェクト {UcsScriptOutput from
である前のアクティビティのあらゆる値 Get-UcsManagedObject}
が使用できます。
特別な変数「$ucsInput」を使用して、ス
クリプト パラメータの登録済みオブジェ
クト / ハンドルに直接アクセスできます。
詳細については、サンプル ランブックの
「カスタム PowerTool スクリプトの実行」
の例を参照してください。
このパラメータはオプションです。アク
ティビティから登録したくない場合は、
このパラメータを設定しません。たとえ
ば Connect-Ucs アクティビティから登録
しないで、PowerTool スクリプト内に
UcsHandle を作成したい場合には、この
パラメータを空白にしておいてくださ
い。
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表 4-7

Run-PowerTool のパラメータ定義 （続き）

フィールド

説明

サンプル値および備考

スクリプト

実行する PowerTool スクリプト。

orgOrg

このパラメータの既存の PowerTool スク fabricVlan
リプトを付加して、そのスクリプトを実
行することができます。
（注）

公開されるデータ

PowerTool スクリプトでは、
「$ucsInput」には登録済みアク
ティビティからの入力オブジェ
クトが含まれます。
「$ucsOutput」で公開される出力
オブジェクト（$ucsOutput.Add
($obj) など）を追加します。

<ManagedObject> または <ManagedObject> のリスト
正常終了後、このアクティビティは管理対象オブジェクトまたは管理対象オブジェクトのリストを公開
し、UcsScriptOutput を通じて他のアクティビティで使用できるようにします。エラーが発生した場
合、エラー メッセージが SCO のデフォルトの [Error summary] テキスト フィールドに入力されます。

Copy-UcsServiceProfile
定義

このアクティビティは、既存のサービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートをコ
ピーするために使用されます。

パラメータ セット

Input <LsServer>, NewName <String>, [DestinationOrgDn <String>], [Type <String>]

パラメータ

表 4-8 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-8

Copy-UcsServiceProfile のパラメータ定義

フィールド

説明

Input

サービス プロファイルまたはサービス プ {UcsScriptOutput from
Get-UcsManagedObject}
ロファイル テンプレート

サンプル値および備考

タイプ lsServer の管理対象オブジェクト
タイプ lsServer の管理対象オブジェクト
の出力を公開するアクティビティから登
録することができます。

NewName

サービス プロファイルのコピーの名前
（新しいサービス プロファイル名）

orgOrg
fabricVlan

Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0
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表 4-8

Copy-UcsServiceProfile のパラメータ定義 （続き）

フィールド

説明

DestinationOrgDn

サービス プロファイルのコピーが作成さ org-root\org-Finance
れる構成の識別名。
（注）

Type

サンプル値および備考

DestinationOrgDn が提供されな
い場合、サービス プロファイル
のコピーはルート構成の下に作
成されます。

サービス プロファイル（コピー）のタイ
プ。タイプを選択するには、テキスト
ボックスの省略記号 […] ボタンをオンに
します。次のいずれかのタイプを選択し
ます。

• [instance] : 新しいコピーはサービス
プロファイルです。

• [initial-template] : 新しいコピーはタ
イプが initial のサービス プロファイ
ル テンプレートです。

• [updating-template] : 新しいコピー
はタイプが updating のサービス プロ
ファイル テンプレートです。
タイプ パラメータの値が含まれていない
場合、作成されるサービス プロファイル
のタイプは入力パラメータによって異な
ります。サービス プロファイル テンプ
レートを登録した場合は、タイプは
initial-template です。サービス プロファ
イルを登録した場合は、タイプは
instance です。

公開されるデータ

<ManagedObject> または <ManagedObject> リスト（タイプは lsServer）
正常終了後、このアクティビティはタイプが lsServer の管理対象オブジェクトまたは管理対象オブ
ジェクトのリストを公開し、UcsScriptOutput を通じて他のアクティビティで使用できるようにしま
す。エラーが発生した場合、エラー メッセージが SCO のデフォルトの [Error summary] テキスト
フィールドに入力されます。

Add-UcsServiceProfileFromTemplate
定義

このアクティビティは、サービス プロファイル テンプレートの 1 つ以上のサービス プロファイルを作
成するために使用されます。サービス プロファイル名を指定するには、カンマで区切られた名前また
は「name prefix, count」値を指定します。

パラメータ セット

InputManagedObject<ManagedObject >, NewName <String>, [DestinationOrgDn<String>]

Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0
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Add-UcsServiceProfileFromTemplate

InputManagedObject< ManagedObject >, Prefix <String>, Count <UInt32>, [DestinationOrgDn
<String>]

表 4-9 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。

パラメータ

表 4-9

Add-UcsServiceProfileFromTemplate のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

InputManaged
Object

タイプがサービス プロファイル テンプ
レートの管理対象オブジェクト

{UcsScriptOutput from
Get-UcsManagedObject}

タイプ lsServer の管理対象オブジェクト
タイプが lsServer（サービス プロファイ
ル テンプレート）の管理対象オブジェク
トの出力を公開するアクティビティから
登録できます。
タイプがサービス プロファイル テンプ
レートの管理対象オブジェクトを 1 つ以
上取得するには、フィルタを使用しま
す。詳細については、サンプル ランブッ
クの「テンプレートからのサービス プロ
ファイルの追加」のランブックを参照し
てください。

NewName

サービス プロファイル テンプレートから financeServiceProfile、
作成する新しいサービス プロファイルの eduServiceProfile
名前をカンマで区切って並べたもの。

Prefix

サービス プロファイル名のプリフィック finSP
ス。

Count

サービス プロファイル テンプレートから 5
作成するサービス プロファイルの数。

DestinationOrgDn

サービス プロファイルのコピーが作成さ org-root/org-fin
れる構成の識別名。
org-root/org-fin/org-account
（注）

公開されるデータ

DestinationOrgDn が提供されな
い場合、サービス プロファイル
のコピーはルート構成の下に作
成されます。

<ManagedObject> または <ManagedObject> のリスト
正常終了後、このアクティビティは管理対象オブジェクトまたは管理対象オブジェクトのリスト（サー
ビス プロファイル）を公開し、UcsScriptOutput を通じて他のアクティビティで使用できるようにしま
す。エラーが発生した場合、エラー メッセージが SCO のデフォルトの [Error summary] テキスト
フィールドに入力されます。

Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0

4-12

OL-29521-01-J

第4章

Cisco UCS アクティビティ
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Get-UcsTechSupport
定義

このアクティビティは、Cisco UCS ドメインのテクニカル サポート ファイルを作成およびダウンロー
ドするために使用されます。ファイルのダウンロード後、必要に応じて、Cisco UCS Manager からテ
クニカル サポート ファイルを削除できます。またテクニカル サポート ファイルをダウンロードするた
めのさまざまなオプションが選択できます。

パラメータ セット

Input<UcsHandle>, PathPattern<String>, UcsManager<Boolean>, [RemoveFromUcs<Boolean>],
[TimeOutSec<UInt32>]
Input<UcsHandle>, PathPattern<String>, ChassisId<UInt16>, [CimcId<String>], [IomId<String>],
[RemoveFromUcs<Boolean>], [TimeOutSec<UInt32>]
Input<UcsHandle>, PathPattern<String>, FexId<UInt16>, [RemoveFromUcs<Boolean>],
[TimeOutSec<UInt32>]
Input<UcsHandle>, PathPattern<String>, RackServerId<UInt16>, [RackAdapterId<UInt16>],
[RemoveFromUcs<Boolean>], [TimeOutSec<UInt32>]

パラメータ

表 4-10 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-10

Get-UcsTechSupport のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

Input

UcsHandle

{UcsScriptOutput from
Connect-Ucs}

出力（公開されるデータ）のタイプが

UcsHandle である前のアクティビティの
あらゆる値を使用できます。

PathPattern

作成したいファイルのフル ネーム（場所 C:/subfold/techSupp.tar
を含む）。
（注）

パスには、DateTime フォーマッ
ト指定子や、Cisco UCS 名に関
連するカスタム フォーマット指
定子「ucs」を含む場合がありま
す。

例:
C:\Folder\${ucs}-${yyyy}${MM}${dd}
-${HH}${mm}.tar

RemoveFromUcs

True
このパラメータが True の場合は、ダウ
ンロード後に Cisco UCS Manager からテ False
クニカル サポート ファイルが削除されま
デフォルト値：False
す。
このパラメータの値を選択するには、省
略記号（…）を使用します。
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Backup-Ucs

表 4-10

Get-UcsTechSupport のパラメータ定義 （続き）

フィールド

説明

UcsManager

Cisco UCS ドメイン全体のテクニカル サ

サンプル値および備考

ポート ファイルを作成します。
このパラメータの値を選択するには、省
略記号（…）を使用します。

公開されるデータ

TimeOutSec

タイムアウト時間（秒）。

ChassisId

テクニカル サポート ファイルを作成する
シャーシの ID。

CimcId

テクニカル サポート ファイルを作成する
CIMC の ID。

IomId

テクニカル サポート ファイルを作成する
I/O モジュールの ID。

FexId

テクニカル サポート ファイルを作成する
FEX の ID。

RackServerId

テクニカル サポート ファイルを作成する
ラックマウント サーバの ID。

RackAdapterId

テクニカル サポート ファイルを作成する
ラックマウント サーバのアダプタの ID。

デフォルト値：600 秒

このアクティビティは、出力を公開しません。

Backup-Ucs
定義

このアクティビティは、Cisco UCS ドメインからのバックアップ ファイルを作成およびダウンロード
するために使用されます。バックアップ ファイルはシステム設定全体または一部のスナップショット
であり、ファイルにエクスポートできます。

パラメータ セット

Input<UcsHandle>, Type<String>, PathPattern<String>, [PreservePooledValues<Boolean>],
[TimeOutSec<UInt32>]

パラメータ

表 4-11 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-11

Backup-Ucs のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

Input

UcsHandle

{UcsScriptOutput from
Connect-Ucs}

出力（公開されるデータ）のタイプが

UcsHandle である前のアクティビティの
あらゆる値を使用できます。
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Backup-Ucs

表 4-11

Backup-Ucs のパラメータ定義 （続き）

フィールド

説明

サンプル値および備考

Type

ユーザが作成するバックアップのタイ
プ。次のいずれかのタイプを指定できま
す。

full-state

• [full-state]：システム全体のスナッ
プショットが含まれるバイナリ ファ
イル。

• [config-all]：すべてのシステム設定
と論理設定が含まれる XML ファイ
ル。

• [config-system]：ユーザ名、ロー
ル、ロケールなど、すべてのシステ
ム設定が含まれている XML ファイ
ル。

• [config-logical]：サービス プロファ
イル、VLAN、VSAN、プール、お
よびポリシーなど、すべての論理設
定が含まれている XML ファイル。
このパラメータの値を選択するには、省
略記号（…）を使用します。

PathPattern

作成するバックアップ ファイルのフル
ネーム（場所を含む）。
（注）

C:/subfold/full-stateBackup.xml

パスには、DateTime フォーマッ
ト指定子や、Cisco UCS 名に関
連するカスタム フォーマット指
定子「ucs」を含む場合がありま
す。

例:
C:\Folder\${ucs}-${yyyy}${MM}${dd}
-${HH}${mm}.tar

PreservePooled
値

このパラメータが True の場合、バック
アップはプールから取得した vHBA、
WWPN、vNIC、MAC アドレス、
WWNN、UUID の値を保持します。
このパラメータの値を選択するには、省
略記号（…）を使用します。

TimeOutSec
公開されるデータ

タイムアウト時間（秒）。

True
False
デフォルト : full-state および
config-system タイプのバックアップ
には False
デフォルト値：600 秒

このアクティビティは、出力を公開しません。
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Import-UcsBackup

Import-UcsBackup
このアクティビティは、Cisco UCS バックアップ ファイルをインポートするために使用されます。

定義

（注）

パラメータ セット

full-state のコンフィギュレーション ファイルはインポートできません。

Input<UcsHandle>, LiteralPath<String>, [Merge<Boolean>]
Input<UcsHandle>, Path<String>, [Merge<Boolean>]

表 4-12 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。

パラメータ

表 4-12

Import-UcsBackup のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

Input

UcsHandle

{UcsScriptOutput from
Connect-Ucs}

出力（公開されるデータ）のタイプが

UcsHandle である前のアクティビティの
あらゆる値を使用できます。

公開されるデータ

LiteralPath

インポートするバックアップ ファイルの C:/subfold/All-ConfigBackup.xml
正確なパス。

Merge

True
このパラメータが True の場合、アク
ティビティはバックアップ ファイルの内 False
容を現在の設定状態にマージします。
デフォルト：False

Path

インポートするバックアップ ファイルへ C:\work\config?.xml
のパスです（ワイルドカード文字を含
む）。

このアクティビティは、出力を公開しません。

Get-UcsChild
定義

このアクティビティは管理対象オブジェクトの子オブジェクトを取得するために使用されます。

InputManagedObject パラメータの管理対象オブジェクトを登録すると、その管理対象オブジェクトの
直接の子オブジェクトをすべて取得します。

パラメータ セット

InputManagedObject< ManagedObject >, [ClassId<String>], [Hierarchy<Boolean>]
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Confirm-UcsFault

パラメータ

表 4-13 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-13

Get-UcsChild のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

Input

管理対象オブジェクト

{UcsScriptOutput from
Get-UcsManagedObject}

出力（公開されるデータ）のタイプが管
理対象オブジェクトである前のアクティ
ビティのあらゆる値が使用できます。

classId

子オブジェクトの classId。

lsServer

Hierarchy

このパラメータが True の場合、アク
ティビティは階層のすべてのレベルの子
オブジェクトを含みます。

True

このパラメータの値を選択するには、省
略記号（…）を使用します。

公開されるデータ

False
デフォルト：False

<ManagedObject> または <ManagedObject> のリスト
正常終了後、このアクティビティは管理対象オブジェクトまたは管理対象オブジェクトのリスト（サー
ビス プロファイル）を公開し、UcsScriptOutput を通じて他のアクティビティで使用できるようにしま
す。エラーが発生した場合、エラー メッセージが SCO のデフォルトの [Error summary] テキスト
フィールドに入力されます。

Confirm-UcsFault
定義

このアクティビティはエラーを確認するために使用します。

パラメータ セット

InputUcsHandle< UcsHandle >, Id<ulong>

パラメータ

表 4-14 に、このアクティビティで使用可能なパラメータの詳細を示します。
表 4-14

Confirm-UcsFault のパラメータ定義

フィールド

説明

サンプル値および備考

InputUcsHandle

UcsHandle

{UcsScriptOutput from
Connect-Ucs}

出力（公開されるデータ）のタイプが

UcsHandle である前のアクティビティの
あらゆる値を使用できます。

Id
公開されるデータ

確認するエラーの ID。

3171250

このアクティビティは、出力を公開しません。
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サンプル ランブック
この Integration Pack の一部として使用可能なアクティビティの使用方法を説明するため、一連のサン
プル ランブックが、Cisco Developer Network から利用可能です。これらのサンプル ランブックを
SCO Runbook Designer にインポートして、アクティビティを使用した Cisco UCS ドメインでのデー
タの公開、データの使用、アクションの実行を行う方法を理解するために使用することができます。
これらのサンプル ランブックは、Cisco UCS Integration Pack に含まれているアクティビティの使用方
法の例を提供します。使用可能なアクティビティについての詳細は、「Cisco UCS アクティビティ」
（P.4-1）を参照してください。
この章は、次の項で構成されています。

• 「テンプレートからのサービス プロファイルの追加」（P.5-1）
• 「VLAN の追加」（P.5-2）
• 「UCS のバックアップ」（P.5-3）
• 「エラーの確認」（P.5-4）
• 「サービス プロファイルのコピー」（P.5-4）
• 「子オブジェクトの取得」（P.5-5）
• 「テクニカル サポートの入手」（P.5-6）
• 「バックアップのインポート」（P.5-6）
• 「サービス プロファイルの変更」（P.5-7）
• 「サービス プロファイルの削除」（P.5-8）
• 「カスタム PowerTool スクリプトの実行」（P.5-8）

テンプレートからのサービス プロファイルの追加
このサンプル ランブックは、既存のサービス プロファイル テンプレートから新しいサービス プロファ
イルを作成する手順を示します。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [New Service Profile Name]：ランブックの実行の成功によって作成されたサービス プロファイル
の名前。

• [Service Profile Template Name]：サービス プロファイルの作成に使用されたサービス プロファイ
ル テンプレートの名前。
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VLAN の追加

これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。
ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。

ステップ 3

UcsManagedObject（Org）は、次のパラメータを使用して必要な org-root 管理対象オブジェクトを取
得します。

• [Input]：Connect-Ucs アクティビティの UcsHandle を登録します。
• [Dn]：取得する構成の識別名が含まれます。
ステップ 4

Get-UcsManagedObject（Service Profile）は、次のパラメータを使用してサービス プロファイル テン
プレートの管理対象オブジェクトを取得します。

• [Input]：前のアクティビティ構成を登録します。
• [ClassId]：サービス プロファイルのクラス ID が含まれます。
• [Filter]：管理対象オブジェクトのタイプがテンプレートであることを指定します。管理対象オブ
ジェクトの名前は、Initialize Data アクティビティで指定した名前と同じである必要があります。
ステップ 5

Add-UcsServiceProfileFromTemplate は、次のパラメータを使用して提供されたテンプレートに基づい
てサービス プロファイルを作成します。

• [InputManagedObject]：サービス プロファイル テンプレートを公開する前のアクティビティを登
録します。

• [NewName]：Initial Data アクティビティの New Service Profile Name 変数を登録します。
ステップ 6

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。

VLAN の追加
このサンプル ランブックは、ファブリック インターコネクトに VLAN を追加する手順を示します。
ステップ 1

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。

ステップ 2

Get-UcsManagedObject（Lan Cloud）は、次のパラメータを使用して FabricLanCloud 管理対象オブ
ジェクトを取得します。

• [Input]：Connect-Ucs アクティビティの UcsHandle を登録します。
• [Dn]：取得する LAN クラウドの識別名が含まれます。

Cisco UCS Integration Pack ユーザ ガイド リリース 1.0
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ステップ 3

Add-UcsManagedObject は、次のパラメータを使用して fabricLanCloud 管理対象オブジェクトの下に
VLAN を作成します。
• [InputManagedObject]：fabricLanCloud オブジェクトを公開する前のアクティビティを登録しま
す。

• [PropertyMap]：VLAN ID および名前など VLAN を作成するために必要なプロパティを指定しま
す。

• [ClassId]：作成するオブジェクトのタイプ（fabricVLAN）を指定します。
ステップ 4

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。

UCS のバックアップ
このサンプル ランブックは、Cisco UCS Manager のバックアップ ファイルを作成およびダウンロード
する手順を示します。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [PathPattern]：バックアップを作成するローカル マシンの場所の名前と完全なファイルパス（場
所）。
これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。

ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。

ステップ 3

Backup-Ucs は、次のパラメータを使用してバックアップ ファイルを作成およびダウンロードします。
• [InputUcsHandle]：前のアクティビティの UcsHandle を登録します。
• [Type]：config-system のようなバックアップ タイプを指定します。
• [PathPattern]：Initialize Data アクティビティの PathPattern 変数を登録します。

ステップ 4

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。
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エラーの確認
このサンプル ランブックは、エラー ID を使用してエラーを確認する手順を示します。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [ID]：確認を行うエラーの ID。
これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。

ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。

ステップ 3

Confirm-UcsFault は、次のパラメータを使用して ID が Initialize Data で提供されたエラーを確認しま
す。

• [InputUcsHandle]：前のアクティビティの UcsHandle を登録します。
• [Id]：Initialize Data アクティビティのエラー ID による Id 変数を登録します。
ステップ 4

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。

サービス プロファイルのコピー
このサンプル ランブックは、既存のサービス プロファイルをコピーする手順を示します。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [ServiceProfileDn]：自分がコピーするサービス プロファイルの識別名。
• [DestinationOrgDn]：サービス プロファイルのコピーが作成された構成の識別名。
• [NewName]：サービス プロファイルのコピーに割り当てられる名前。
これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。

ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。
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ステップ 3

Get-UcsManagedObject（Service Profile）は、次のパラメータを使用してコピーするサービス プロ
ファイルを取得します。
• [Input]：Connect-Ucs アクティビティの UcsHandle を登録します。
• [ServiceProfileDn]：Initialize Data アクティビティのサービス プロファイルの識別名でこの変数
を登録します。

ステップ 4

Copy-UcsServiceProfile は、次のパラメータを使用して既存のサービスをコピーします。
• [InputManagedObject]：前のアクティビティのサービス プロファイルを登録します。
• [NewName]：新しいサービス プロファイルに割り当てられる名前を指定します。
• [DestinationOrgDn]：新しいサービス プロファイルが作成された構成の識別名を指定します。

ステップ 5

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。

子オブジェクトの取得
このサンプル ランブックは、管理対象オブジェクトの 1 つ以上の子オブジェクトを取得する手順を示
します。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [OrgDn]：ユーザが 1 つ以上の子オブジェクトを取得する管理対象オブジェクトの識別名。
これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。

ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。

ステップ 3

Get-UcsManagedObject（Org）は、次のパラメータを使用して 1 つ以上の子オブジェクトを取得する
構成を取得します。

• [Input]：Connect-Ucs アクティビティの UcsHandle を登録します。
• [OrgDn]：Initialize Data アクティビティの管理対象オブジェクトの識別名でこの変数を登録しま
す。
ステップ 4

Get-UcsChild は、次のパラメータを使用して管理対象オブジェクトの 1 つ以上の子オブジェクトを取
得します。

• [InputManagedObject]：前の処理の設定を登録します。
• [ClassId]：登録されている管理対象オブジェクトから取得する子オブジェクトのタイプを指定しま
す。
ステップ 5

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。
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テクニカル サポートの入手
このサンプル ランブックは、テクニカル サポート ファイルを作成およびダウンロードする手順を示し
ます。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [PathPattern]：作成するテクニカル サポート ファイルのフル ネームとファイルパス（場所）です。
これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。

ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。

ステップ 3

Get-UcsTechSupport は、次のパラメータを使用して Cisco UCS ドメインのテクニカル サポート ファ
イルを作成およびダウンロードします。

• [InputUcsHandle]：前のアクティビティの UcsHandle を登録します。
• [PathPattern]：Initialize Data アクティビティの PathPattern 変数を登録して、テクニカル サポート
ファイルのファイル名とファイル パスを指定します。

• [RemoveFromUcs]：ダウンロード後にファイルを削除するかどうかを指定します。ファイルを削
除するには True を設定します。
• [UcsManager]：テクニカル サポート ファイルに Cisco UCS ドメインのすべてのコンポーネントを
含めるかどうかを指定します。すべてのコンポーネントをテクニカル サポート ファイルに含める
には True を設定します。
ステップ 4

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。

バックアップのインポート
このサンプル ランブックは、Cisco UCS バックアップ ファイルをインポートする手順を示します。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [LiteralPath]：インポートするバックアップ ファイルの正確な名前とファイルパス（場所）です。
これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。

ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
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• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。
ステップ 3

Import-UcsBackup は、次のパラメータを使用して Cisco UCS バックアップ ファイルをインポートし
ます。

• [InputUcsHandle]：前のアクティビティの UcsHandle を登録します。
• [LiteralPath]：Initialize Data アクティビティの LiteralPath 変数を登録し、バックアップ ファイル
の名前とファイル パスを指定します。
ステップ 4

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。

サービス プロファイルの変更
このサンプル ランブックは、既存のサービス プロファイルを変更する手順を示します。このランブッ
クは構成のサービス プロファイルを取得して変更します。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [Service Profile Name]：変更するサービス プロファイルの名前。
• [Modify PropertyMap]：変更するキーと値のペアを持つプロパティ マップ。
これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。

ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。

ステップ 3

UcsManagedObject（Org）は、次のパラメータを使用して必要な org-root 管理対象オブジェクトを取
得します。

• [Input]：Connect-Ucs アクティビティの UcsHandle を登録します。
• [Dn]：取得する構成の識別名が含まれます。
ステップ 4

Get-UcsManagedObject（Service Profile）は、次のパラメータを使用してサービス プロファイルの管
理対象オブジェクトを取得します。
• [Input]：前のアクティビティ構成を登録します。
• [ClassId]：サービス プロファイルのクラス ID が含まれます。
• [Filter]：管理対象オブジェクトのタイプがインスタンスであることを指定します。管理対象オブ
ジェクトの名前は、Initialize Data アクティビティで指定した名前と同じである必要があります。
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ステップ 5

Set-UcsManagedObject は次のパラメータを使用してサービス プロファイルを変更します。
• [Input]：前のアクティビティの変更するサービス プロファイルを登録します。
• [PropertyMap]：サービス プロファイルに行いたい変更を含む Initialize Data アクティビティの
Modify PropertyMap 変数を登録します。

ステップ 6

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。

サービス プロファイルの削除
このランブックは、既存のサービス プロファイルを削除する手順を示します。このランブックは DN
（識別名）と一致するサービス プロファイルを取得して削除します。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [Service Profile DN]：削除するサービス プロファイルの識別名。
これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。

ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。

ステップ 3

Get-UcsManagedObject（Service Profile）は、次のパラメータを使用してサービス プロファイルの管
理対象オブジェクトを取得します。
• [Input]：Connect-Ucs アクティビティの UcsHandle を登録します。
• [Dn]：削除するサービス プロファイルの識別名を指定します。

ステップ 4

Remove-UcsManagedObject は、次のパラメータを使用してサービス プロファイルを削除します。
• [Input]：前のアクティビティから削除するサービス プロファイルを登録します。

ステップ 5

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。

カスタム PowerTool スクリプトの実行
このサンプル ランブックは、Run-PowerTool アクティビティを使用して、サービス プロファイルの
ユーザ ラベルの値を取得し、すべてのサーバ オブジェクトのユーザ ラベルとして設定する手順を示し
ます。このランブックは Run-PowerTool アクティビティの次の 3 つのインスタンスを使用します。

• 最初のインスタンスは、指定された Cisco UCS ドメインの特定の名前のサービス プロファイルを
フェッチします。
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• 2 番目のインスタンスは、指定された Cisco UCS ドメインのすべてのサーバ オブジェクトを
フェッチします。

• 3 番目のインスタンスは、フェッチされたサービス プロファイルのユーザ ラベルの値を、フェッ
チされたサーバ管理対象オブジェクトのユーザ ラベルにコピーします。
このサンプル ランブックは、ある Run-PowerTool アクティビティ インスタンスの PowerTool スクリ
プトのデータを、別の Run-PowerTool アクティビティ インスタンスのスクリプトに渡して使用する方
法について、その理解を助けることを意図しています。
ステップ 1

Initialize Data は、次のパラメータを使用します。
• [ServiceProfileName] ：サーバ オブジェクトのユーザ ラベル プロパティにコピーするユーザ ラベ
ルのサービス プロファイルの名前。

• [HostName]：Cisco UCS ドメインのホスト名。
• [UserName]：Cisco UCS ドメインへのアクセスに使用する適切な権限を持った有効なユーザ名。
• [Password]：ユーザ名のパスワード。
これは、入力パラメータの初期化およびランタイム変数の定義に使用される標準 SCO アクティビティ
です。ランブックが実行されると、これらの入力パラメータの値を入力するように求められます。これ
らの値を必要とするその他のアクティビティは、これらの入力パラメータを参照して取得します。
ステップ 2

Connect-Ucs は、次のパラメータを使用して UcsHandle を作成します。
• ホスト名
• ユーザ名
• パスワード
このアクティビティは、UcsScriptOutput 変数を使用して、他のアクティビティが使用する UcsHandle
を作成します。

ステップ 3

Run-PowerTool（サービスの取得）は、次のパラメータを実行してサービス プロファイル管理対象オ
ブジェクトを取得します。
• [Input]：PowerTool スクリプト（このアクティビティのスクリプト パラメータ）で、非直列化さ
れ $ucsInput として使用される前のアクティビティの UcsHandle を登録します。
• [Script]：サービス プロファイルを取得し、公開するために SCO に渡す PowerTool スクリプトが
含まれます。このスクリプトには、$ucsInput および $ucsOutput という特別なパラメータがありま
す。

ステップ 4

Run-PowerTool（すべてのサーバ オブジェクトの取得）は、次のパラメータを使用してサーバ オブ
ジェクトを取得します。
• [Input]：Connect-Ucs アクティビティの UcsHandle を登録します。
• [Script]：サーバ オブジェクトを取得し、公開するために SCO に渡す PowerTool スクリプトが含
まれます。

ステップ 5

Run-PowerTool（ブレードのユーザ ラベルを SP のユーザ ラベルに設定）は、次のパラメータを使用
してサーバ オブジェクトのユーザ ラベルを変更します。
• [Input]：前のアクティビティのサーバ オブジェクトを登録します。
• [Script]：サーバ オブジェクトを変更し、公開するために SCO に渡す PowerTool スクリプトが含
まれます。
このスクリプトは、Run-PowerTool（サービス プロファイルの取得）などの別のアクティビティの登
録方法と登録値の再作成方法も示しています。
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ステップ 6

Disconect-Ucs は、UcsHandle を切断します。
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